平成２８年２月
砺波地域消防組合議会
定例会会議録

砺波地域消防組合議会

本議会に付議された議案等の件名
副議長の選挙
議長の選挙
議会運営委員会委員の選任について
議案第１号 平成２８年度砺波地域消防組合一般会計予算
議案第２号 平成２８年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担金の額に
ついて
議案第３号 平成２７年度砺波地域消防組合一般会計補正予算（第３号）
議案第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
て
議案第５号 砺波地域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改
正について
議案第６号 砺波地域消防組合職員の再任用に関する条例の一部改正について
議案第７号 砺波地域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ
いて
議案第８号 砺波地域消防組合消防組合火災予防条例の一部改正について
議案第９号 富山県市町村総合事務組合規約の変更について
議案第10号 富山県町村公平委員会共同設置規約の変更について
議案第11号 砺波地域消防組合監査委員の選任について（議選委員）

平成２８年２月砺波地域消防組合議会定例会目次
議事日程 ································································ 1
本日の会議に付した事件 ·················································· 1
開議及び閉議の日時 ······················································ 2
出席議員 ································································ 2
欠席議員 ································································ 2
説明のため議場に出席した者の職・氏名 ···································· 2
職務のため議場に出席した事務局職員 ······································ 3
開会・開議 ······························································ 3
議席の指定 ······························································ 3
議席の一部変更 ·························································· 3
会議録署名議員の指名 ···················································· 3
会期の決定 ······························································ 4
副議長の選挙 ···························································· 5
議長の選挙 ······························································ 7
議会運営委員会委員の選任 ················································ 9
議案第１号から議案第１０号 ·············································· 9
提案理由説明（夏野修管理者） ········································· 10
議会運営委員会、正・副委員長の互選結果報告 ····························· 12
提出案件に対する質疑（一般質問） ······································· 12
討論（議案第１号から議案第１０号） ····································· 12
採決（議案第１号から議案第１０号） ····································· 12
議案第１１号 ··························································· 14
提案理由説明（夏野修管理者） ········································· 14
採決（議案第１１号） ··················································· 15
閉会のあいさつ（田中幹夫副管理者） ····································· 15
閉会の宣告 ····························································· 16

平成２８年２月砺波地域消防組合議会定例会会議録
１．議事日程
第１

議席の指定

第２

議席の一部変更

第３

会議録署名議員の指名

第４ 会期の決定
第５

議案第１号

平成２８年度砺波地域消防組合一般会計予算

議案第２号

平成２８年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担
金の額について

議案第３号

平成２７年度砺波地域消防組合一般会計補正予算（第３号）

議案第４号

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制
定について

議案第５号

砺波地域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
の一部改正について

議案第６号

砺波地域消防組合職員の再任用に関する条例の一部改正につい
て

議案第７号

砺波地域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改
正について

議案第８号

砺波地域消防組合火災予防条例の一部改正について

議案第９号

富山県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第10号 富山県町村公平委員会共同設置規約の変更について
（提案理由説明、一般質問・質疑、討論、採決）
１．本日の会議に付した事件
日程第１ 議席の指定
日程第２ 議席の一部変更
日程第３ 会議録署名議員の指名
日程第４ 会期の決定
追加日程 副議長辞職の件
追加日程 副議長の選挙
追加日程 議長辞職の件
追加日程 議長の選挙
追加日程 議会運営委員会委員の選任
日程第５ 議案第１号
議案第２号

平成２８年度砺波地域消防組合一般会計予算
平成２８年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の
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追加日程 議案第11号 砺波地域消防組合監査委員の選任について（議選委員）
（提案理由説明、採決）

１．開議及び閉議の日時
２月１６日

午後 ３時００分

開議

２月１６日

午後 ４時５２分

閉議

１．出席議員（１２名）
１番 藤 本 雅 明 君

２番

白

井

中 君

３番 中 田 正 樹 君

４番

村

岡

修 一 君

５番 向 川 静 孝 君

６番

山

田

勉 君

７番 井 上 五三男 君

８番

浅

田

裕 二 君

９番 飯 田 修 平 君

１０番

片

岸

博

君

１１番 沼 田 信 良 君

１２番

山

森

文 夫

君

修 君

副管理者

桜

井 森 夫

君

副管理者 田 中 幹 夫 君

監査委員

堀

秋 博

君

会計管理者 有 澤 哲 郎 君

消 防 長

宮

本 博 之

君

次

次

長

田

嶋 和 樹

君

総務課長 間ケ数 昌 浩 君

予防課長

下

田

栄 樹

君

警防課長 中 谷 博 之 君

砺波消防署長 稲

見

毅

君

１．欠席議員 （なし）
１．説明のため議場に出席した者の職・氏名
管 理 者 夏 野

長 柄 崎 哲 夫 君
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小矢部消防署長 堂 田

保 君

南砺消防署長 林

弘 君

１．職務のため議場に出席した事務局職員
企画管財係長 水 上 和 成
１．会議の経過
午後 ３時００分 開議
開

会・開

議

○議長（沼田信良君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しており、会議は成立
しております。これより、平成２８年２月砺波地域消防組合議会定例会を開会し、直ちに本
日の会議を開きます。
日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
地方自治法第１２１条の規定に基づき、夏野管理者ほか関係者の出席を求めてあります。
次に、お手元に配付のとおり、監査委員より地方自治法第２３５条の２第３項の規定によ
り、例月出納検査の報告を受けておりますので、ご確認をお願いいたします。
これで諸般の報告を終わります。
日程第１
議席の指定
○議長（沼田信良君） これより、本日の日程に入ります。
日程第１ 議席の指定を行います。南砺市から選出されました新たな１名の議席は、会議
規則第３条第１項の規定により、ただいまご着席のとおり指定いたします。
日程第２
議席の一部変更
○議長（沼田信良君） 次に、日程第２ 議席の一部変更を議題といたします。
本定例会の議員の議席指定に関連し会議規則第３条第３項の規定により、議席の一部を変
更いたします。
変更後の議席は、お手元に配付の座席表のとおりであります。
日程第３
会議録署名議員の指名
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○議長（沼田信良君） 日程第３ 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９８条の規定により、議長において１２番
１番

山森文夫君、

藤本雅明君を指名いたします。
日程第４
会期の決定

○議長（沼田信良君） 次に、日程第４ 会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本２月定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日と決定
いたしました。
この際、暫時休憩いたします。
午後

３時 ８分 休憩

〔副議長 浅田裕二君 退場〕
午後

３時 ９分 再開

○議長（沼田信良君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
（副議長の辞職）
○議長（沼田信良君） 休憩中に、副議長 浅田裕二君から副議長の辞職願が提出されてお
ります。
お諮りいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと
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〕
○議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を本日の日程に追
加し、直ちに議題といたします。職員の方から副議長の辞職願を朗読させます。
○事務局（水上和成君） 辞職願。一身上の都合により、砺波地域消防組合議会副議長の職
を辞したいので許可されるよう願い出ます。平成２８年２月１６日、浅田裕二。
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○議長（沼田信良君） お諮りいたします。副議長

浅田裕二君の辞職を許可することに、

ご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、浅田裕二君の副議長の辞職を許可
することに決しました。
〔８番 浅田裕二君 入場〕
○議長（沼田信良君） ただいま、浅田裕二君から発言を求めておられますので、これを許
可します。
８番

浅田裕二君。

〔８番 浅田裕二君 登壇〕
○８番（浅田裕二君） ただいま、副議長の辞職願を受理していただきまして本当にありが
とうございます。去年の２月定例会におきまして、副議長という要職をいただいたところで
ございます。以来１年間、沼田議長の下、大過なく職責を果たしてきたものと思っておりま
す。これもひとえに管理者はじめ当局の皆さま方、そして沼田議長をはじめ議員の皆さま方
の温かいご支援のことと思っております。そのことに対しまして、心より感謝申し上げまし
て、お礼の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。（拍手）
（副議長の選挙）
○議長（沼田信良君） ただいま、副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思い
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〕
○議長（沼田信良君） ご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、直
ちに選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選
により行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（沼田信良君） 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。指名の方法は、議長において指名することといたしたいと思います。
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これにご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、指名の方法は、議長において指名
することに決しました。
砺波地域消防組合議会副議長に、井上五三男君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、議長において指名いたしました井上五三男君を砺波地域消
防組合議会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〕
○議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、井上五三男君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、井上五三男君が議場におられますので、本席から会議
規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。
副議長に当選されました井上五三男君から、当選承諾及び就任のご挨拶をいただきたく、
ご登壇をお願いいたします。
〔副議長 井上五三男君 登壇〕
○副議長（井上五三男君） ただいま副議長に就任いたしました井上でございます。もとよ
り浅学非才でございますが、皆さんのご指導、そしてまた当局のご指導を頂きながら議長を
補佐しながら一所懸命がんばっていきたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いい
たします。
（拍手）
○議長（沼田信良君） それではこの際、暫時休憩いたします。議長席を交代いたします。
午後

３時１３分 休憩

〔議長 沼田信良君 退場〕
〔副議長 井上五三男君 議長席に着席〕
午後

３時１４分 再開

○副議長（井上五三男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
（議長の辞職）
○副議長（井上五三男君） ただいま、議長 沼田信良君から議長の辞職願が提出されまし
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た。
お諮りいたします。議長辞職の件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。これにご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（井上五三男君） ご異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を本日の日程に
追加し、議題といたします。職員に議長の辞職願を朗読させます。
○事務局（水上和成君） 辞職願。一身上の都合により、砺波地域消防組合議会議長の職を
辞したいので許可されるよう願い出ます。平成２８年２月１６日、沼田信良。
○副議長（井上五三男君） 議長 沼田信良君の辞職を許可することに、ご異議ございませ
んか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（井上五三男君） ご異議なしと認めます。よって、沼田信良君の議長の辞職を許
可することに決定いたしました。
〔１１番 沼田信良君 入場〕
○副議長（井上五三男君） ただいま、沼田信良君から発言を求めておられますので、これ
を許可します。
１１番

沼田信良君。

〔１１番 沼田信良君 登壇〕
○１１番（沼田信良君） この１年間本当にありがとうございました。小矢部から最初の議
長ということで緊張感を持って過ごさせていただいた１年でございます。なお、この１年と
いうのは、南砺署の竣工、そしてまた南砺東分署、津沢出張所の起工という当組合にとって
本当に大きな出来事のあった１年でないかと思っております。こういった大きな事業があっ
た中で、つつがなく１年間を過ごさせていただきましたのは、まずは夏野管理者はじめ当局
の皆さまのご支援、そしてまた一番大きかったのは、議員の皆さまの温かいお支えであった
と思っております。本当にありがとうございました。これからはまた一議員として、しっか
りと組合議会議員としての活動をしていきたいと思っております。今後ともよろしくお願い
いたします。ありがとうございました。（拍手）
（議長の選挙）
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○副議長（井上五三男君） ただいま、議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いま
す。
これにご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（井上五三男君） ご異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、
直ちに選挙を行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。選挙の方法は、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〕
○副議長（井上五三男君） 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。指名の方法は、副議長において指名することといたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（井上五三男君） 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
に決しました。
砺波地域消防組合議会議長に、浅田裕二君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、副議長において指名いたしました、浅田裕二君を砺波地域
消防組合議会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〕
○副議長（井上五三男君） ご異議なしと認めます。よって、浅田裕二君が議長に当選され
ました。ただいま議長に当選されました、浅田裕二君が議場におられますので、本席から会
議規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。
議長に当選されました、浅田裕二君から当選承諾及び就任のご挨拶をいただきたく、ご登
壇をお願いいたします。
〔議長 浅田裕二君 登壇〕
○議長（浅田裕二君） 一言ご挨拶を申し上げます。ただいまは、議員各位のご支持を得て、
図らずも議長に就任させていただきました。誠にありがとうございました。誠に光栄であり
ますとともに、責任の重大さを痛感しているところであります。もとより、浅知短才の身で
はございますが、議員の皆さまのご理解とご協力のもと、砺波地域の安全・安心を守る当組
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合のために、職責を全うしたいと思っております。どうか皆様方のご指導をよろしくお願い
申し上げまして、措辞でございますが、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。（拍手）
○副議長（井上五三男君） この際、暫時休憩いたします。
午後

３時２１分 休憩

〔副議長
午後

井上五三男君 自席へ、議長 浅田裕二君

議長席へ〕

３時２２分 再開
（議会運営委員会委員の辞任）

○議長（浅田裕二君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。
今ほど、井上五三男君、藤本雅明君から議会運営委員を辞任したい旨の申し出があり、こ
れを許可いたしました。この際、議会運営委員会委員の選任を日程に追加し、直ちに選任い
たしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（浅田裕二君） ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員の選任を日程
に追加し、直ちに選任することに決定いたしました。
（議会運営委員会委員の選任）
○議長（浅田裕二君） それでは、議会運営委員会委員の選任を議題といたします。議会運
営委員会委員の選任につきましては、砺波地域消防組合議会運営委員会条例第４条の規定に
基づき、飯田修平君、沼田信良君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、議長において指名しました

飯田修平君、沼田信良君を砺

波地域消防組合議会運営委員会委員と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〕
○議長（浅田裕二君） ご異議なしと認めます。よって、飯田修平君、沼田信良君が砺波地
域消防組合議会運営委員会委員に選任されました。
日程第５
議案第１号から議案第１０号
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○議長（浅田裕二君） 次に、日程第５ 議案第１号から議案第１０号まで、平成２８年度
砺波地域消防組合一般会計予算ほか９件についてを一括議題といたします。
（提案理由の説明）
○議長（浅田裕二君） 提案理由の説明を求めます。
管理者

夏野 修君。

〔管理者 夏野 修君 登壇〕
○管理者（夏野 修君） 本日、平成２８年２月砺波地域消防組合議会定例会を招集いたし
ましたところ、議員各位には、ご出席をいただき厚くお礼申し上げます。
今ほどは、議長及び副議長選挙によりまして、当組合議会議長に 浅田裕二氏、副議長に
井上五三男氏がそれぞれご就任をされました。両氏には、衷心よりお祝いを申し上げますと
ともに、円滑な議会運営に向けご尽力いただきますようお願いを申し上げます。
さて、消防広域化に伴う署所再編として整備をいたしておりました南砺消防署東分署及び
小矢部消防署津沢出張所の新庁舎が完成し、２月２１日に竣工式を挙行する運びとなりまし
た。これをもちまして、これまで５年間にわたり進めておりました署所再編事業が完了し、
平成２８年度からは、３署１分署３出張所１分遣所として新たな体制のもと砺波地域消防組
合の業務がスタートいたします。
この間には、平成２６年１月から高岡市及び氷見市と消防指令事務の共同運用を開始し、
出動車両の直近選別による運用や管轄区域を越えた運用を行うなど全国に先駆けた取り組み
を進めるとともに、消防救急無線のデジタル化を図り、県西部地域の隣接自治体への応援や
広域災害等の発生時における迅速・的確な対応が可能となるなど、真の意味での広域化の体
制が整いました。議員各位をはじめ地域住民の皆さま、構成市関係各位からのこれまでのお
力添えやご協力に感謝を申し上げますとともに、今後とも砺波地域の安全安心のため、職員
一同、努力を傾注してまいりますので、更なるご支援をよろしくお願い申し上げます。
次に、当組合管内におきます昨年１年間の火災発生件数につきましては、２６件と一昨年
に比べ５件減少いたしました。県全体でも１８８件と３１件の減少となり、出火率の全国最
小２５年連続記録を達成する見込みとなりました。これもひとえに、市民の皆さまの防火に
対する普段からの心掛けと消防団をはじめとした関係の皆さま方の取り組みによるものと深
く感謝申し上げますとともに、今後とも防火意識向上に向けた継続的な取り組みをお願いい
たしたいと存じます。
一方、高齢者人口の増加等に伴い救急件数は、一昨年より５３件増加し４，４００件を超
えるなど増加傾向が続いております。このような状況のなか、富山県の救急医療体制の充実
を目的に昨年８月２４日から運航が開始されました富山県ドクターヘリにつきましては、当
組合管内からの２月１２日までの要請件数が、全体件数２２０件のうち５８件と最も多くな
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っており、着実にその成果をあげております。今後とも迅速な出動要請や冬期間におけるラ
ンデブーポイントの確保等により、傷病者の救命率・社会復帰率の向上に努めてまいりたい
と考えております。
それでは、ただいま提出いたしました議案について、ご説明申し上げます。
まず、議案第１号 平成２８年度砺波地域消防組合一般会計予算につきましては、署所再
編による２か所の消防庁舎完成に伴い工事請負費が大幅減額となる一方、消防無線デジタル
化対応等に伴う消防指令事務共同運用負担金の増額及び署所再編に伴う整備費用に係る公債
費等義務的経費の増額等により、歳入歳出予算の総額を２０億４，９００万円と本年度より
８億３，１００万円の減額、対前年度比７１％といたしたところであります。
次に、議案第２号 平成２８年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担金の額
について申し上げます。分担金につきましては、前年度の消防費基準財政需要額割で積算す
る共通分担金と高速道路救急業務支弁金や公債費償還金等の特別分担金の二本立てとなって
おり、それぞれの構成市からの分担金の額といたしまして、砺波市には６億２，８９８万２，
０００円を、小矢部市には４億５，６４１万８，０００円を、南砺市には９億１，８２８万
１，０００円をお願いしようとするものであります。
議案第３号の平成２７年度砺波地域消防組合一般会計補正予算（第３号）につきましては、
４月当初からの実施が必要な事業に関し、入札に係る準備期間等を確保するため債務負担行
為を設定するものであります。
議案第４号は、国の行政不服審査法の改正に伴い、必要となる条例の制定及び整理を行う
ものであります。
議案第５号は、砺波地域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正
であります。これは、地方公務員法及び行政不服審査法の改正により、所要の改正を行うも
のであります。
議案第６号は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、砺波地域消防組合
職員の再任用に関する条例について所要の改正を行うものであります。
議案第７号は、地方公務員法等の改正に伴い、砺波地域消防組合職員の勤務時間、休暇等
に関する条例について、所要の改正を行うものであります。
議案第８号は、砺波地域消防組合火災予防条例において、新たな設備、器具への対応を図
るため所要の改正を行うものであります。
議案第９号及び議案第１０号は、
「富山県市町村総合事務組合」及び「富山県町村公平委員
会」の構成団体である「新川地域介護保険組合」が名称変更することに伴う規約の変更であ
ります。以上、本日提出しました議案の説明といたします。
何とぞ、慎重にご審議のうえ、可決をいただきますようお願い申し上げます。
○議長（浅田裕二君） この際、暫時休憩いたします。
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午後

３時３１分 休憩

全員協議会
議会運営委員会
全員協議会
午後

４時４２分 再開

○議長（浅田裕二君） それでは、再開いたしますが、その前に本日の会議時間は議事の都
合上予め延長の可能性が出ると思いますので、ご承知おき願いたいと思います。
休憩前に引き続き、会議を開きます。
（議会運営委員会、正・副委員長の互選結果報告）
○議長（浅田裕二君） まず、議会運営委員会委員長、副委員長の互選結果を報告いたしま
す。議会運営委員会において互選の結果、委員長に沼田信良君、副委員長に飯田修平君が当
選されましたので、ご報告いたします。
提出議案に対する質疑（一般質問）
○議長（浅田裕二君） それでは、これより一般質問並びに提出案件に対する質疑に入りま
す。
通告がありませんので、質疑なしと認めます。
以上で、一般質問並びに提出案件に対する質疑を終わります。
（討

論）

○議長（浅田裕二君） これより、討論に入ります。
討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。
以上で、討論を終わります。
（採

決）

○議長（浅田裕二君） これより、採決に移ります。
議案第１号から議案第２号までの２議案について、一括して採決いたします。
お諮りいたします。議案第１号 平成２８年度砺波地域消防組合一般会計予算及び議案第
２号

平成２８年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担金の額についての２議

案について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕
○議長（浅田裕二君） 起立全員であります。よって、議案第１号及び議案第２号について
は、原案のとおり可決されました。
（採

決）

○議長（浅田裕二君） 続きまして、議案第３号の１議案を採決いたします。
お諮りいたします。議案第３号 平成２７年度砺波地域消防組合一般会計補正予算第３号
の１議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（浅田裕二君） 起立全員であります。よって、議案第３号については、原案のとお
り可決されました。
（採

決）

○議長（浅田裕二君） 続きまして、議案第４号から議案第８号までの５議案を一括して採
決いたします。
お諮りいたします。議案第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条
例の制定について、議案第５号 砺波地域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例の一部改正について、議案第６号

砺波地域消防組合職員の再任用に関する条例の一部

改正について、議案第７号 砺波地域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部
改正について、議案第８号 砺波地域消防組合火災予防条例の一部改正についての５議案を
原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（浅田裕二君） 起立全員であります。よって、議案第４号、議案第５号、議案第６
号、議案第７号及び議案第８号については、原案のとおり可決されました。
（採

決）

○議長（浅田裕二君） 続きまして、議案第９号から議案第１０号までの２議案を一括して
採決いたします。
お諮りいたします。議案第９号 富山県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第
１０号

富山県町村公平委員会共同設置規約の変更についての２議案を原案のとおり可決す
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ることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（浅田裕二君） 起立全員であります。よって、議案第９号から議案第１０号までの
２議案については、原案のとおり可決されました。
（監査委員の選任について）
○議長（浅田裕二君） ただいま、管理者から議案第１１号

砺波地域消防組合監査委員の

選任についてが提出されました。
〔１番 藤本雅明君 退場〕
○議長（浅田裕二君） お諮りいたします。この際、これを日程に追加し、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」と呼ぶ者あり〕
○議長（浅田裕二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号を日程に追加し、直
ちに議題とすることに決定いたしました。
これにより、議案第１１号を議題とします。
（提案理由の説明）
○議長（浅田裕二君） 提案理由の説明を求めます。
管理者

夏野 修君。

〔管理者 夏野 修君 登壇〕
○管理者（夏野 修君） ただいま追加提案いたしました、議案第１１号

砺波地域消防組

合監査委員の選任につきまして、ご説明をいたします。
議員のうちから選任されておりました山森文夫氏から本日付けで辞職願が提出されました
ので、これを承認し、後任の監査委員に藤本雅明氏を選任いたしたく、議会の同意を求める
ものであります。
よろしくご審議をいただき、ご同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長（浅田裕二君） お諮りいたします。議案第１１号については、事情十分にご承知の
ことと存じますので、この際、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございま
せんか。
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〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（浅田裕二君） ご異議なしと認めます。よって、本案はこの際、直ちに採決するこ
とに決しました。
（採

決）

○議長（浅田裕二君） お諮りいたします。議案第１１号

砺波地域消防組合監査委員の選

任について、原案に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〕
○議長（浅田裕二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号については、原案に
同意することに決しました。
〔１番 藤本雅明君 入場〕

○議長（浅田裕二君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました全案件の審議はすべ
て終了いたしました。
（閉会の挨拶）
○議長（浅田裕二君） ここで、田中副管理者から挨拶があります。
〔副管理者 田中幹夫君 登壇〕
○副管理者（田中幹夫君） 砺波地域消防組合議会２月定例会の閉会にあたりまして、一言
ご挨拶を申し上げます。
ただいまは、提案いたしておりました案件につきまして、可決並びに同意をいただき、ま
ことにありがとうございました。
平成２３年からスタートいたしました消防広域化に伴う署所再編並びに消防救急無線のデ
ジタル化等のハード事業が本年度完了することに伴い、平成２８年度からは、砺波地域のさ
らなる安全安心に向けたソフト面でのブラッシュアップが求められております。高岡市、氷
見市との消防指令事務の共同運用や県のドクターヘリ運航等広域的な取り組みが、着実にそ
の成果をあげる中で、より迅速で効果的な出動を目指し、取り組みを進めてまいりたいと考
えております。一方で、財政的には公債費等の義務的経費が増嵩するなど硬直化が進む中、
予算執行に当たりましては、常に適正・的確な執行を心掛けるとともに、更なる創意工夫、
経費節減に取り組んでまいりたいと考えております。
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また、この定例会におきまして、議会役員等の人事が円満に決定されました。当選されま
した浅田議長、井上副議長並びに議会運営員会沼田委員長、飯田副委員長のご就任を心から
お祝い申し上げますとともに、新たに議会選出の監査委員となられました藤本議員には、適
正な予算執行に向け、ご指導いただきますようよろしくお願いをいたします。
最後になりましたが、議員各位には、今年一年もご健勝でご活躍されますことをご祈念申
し上げ、簡単ではございますが、定例会閉会にあたってのご挨拶といたしたいと思います。
本日は、まことにありがとうございました。
閉会の宣告
○議長（浅田裕二君） これをもちまして、平成２８年２月砺波地域消防組合議会定例会を
閉会いたします。長時間、ご苦労さまでした。

午後

４時５２分

閉議

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
平成２８年 ２月１６日

議

長

浅田 裕二

署名議員

藤本 雅明

署名議員

山森 文夫
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