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平成２９年１２月２５日備北地区消防組合議会定例会を開会した。 

 

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(副議長) 

  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 福山 権二  １１番 五島  誠  １２番 政野  太 

 １３番 保実  治  １４番 赤木 忠德  １５番 杉原 利明（議長） 

 １６番 竹原 孝剛 

  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 増田 和俊  庄原市長 木山 耕三  三次市副市長 高岡 雅樹 

 消 防 長 久保井正司  総務課長 才田 申士  予防課長 石田 英二 

 警防課長 野崎 浩昭  通信指令課長 山添 徳宏  三次署長 湧田 勝則 

 庄原署長 熊野 美博  東城署長 正畑 慶治       田邊 宣昭 

      中原 真一 

  以上１３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 松田 吉弘   総務課経理係長 佐々木光昭 

 

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 

第１  会期の決定について 

第２  行政報告 

備北地区消防組合 
監査委員 

備北地区消防組合 
会計管理者 
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第３ 報告第１号 
専決処分の報告について（損害賠償の額を

定めることについて） 

第４ 議案第６号 
平成２８年度備北地区消防組合一般会計歳

入歳出決算認定について 

第５ 議案第７号 
平成２９年度備北地区消防組合一般会計補

正予算（第１号）（案）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58分 開会 

○議長（杉原利明君） 定刻前でございますけれども，おそろいのようでござい

ますので，始めさせていただきたいと思います。 

 本日は何かと御多忙のところ御出席を賜り，ありがとうございます。 

 本日の会議の出席議員数は16名であります。 

 ただいまから平成29年12月備北地区消防組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議に入ります。 

 本日の会議録署名者を指名いたします。 

 会議規則86条の規定によって，署名者は横光議員及び福山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，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。 

 本定例会の会期は，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（杉原利明君） 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。 

 それでは，次の日程に入ります前に，増田管理者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（増田和俊君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 増田管理者。 

○管理者三次市長（増田和俊君） 皆さん，おはようございます。 

 管理者としての御挨拶をさせていただきます。 

 本日，備北地区消防組合12月定例会を招集いたしましたところ，議員の皆さん

におかれましては，年末何かと御多用にもかかわりませず御出席を賜り，厚く御

礼を申し上げます。 

 また，当組合の運営につきましては，議員各位の御理解と御協力により順調に

業務のほうを推進できておりますことに感謝を申し上げさせていただきます。 

 さて，今年一年を顧みますと，当管内では大きな被害をもたらす災害はなかっ
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たものの，全国的に見ますと，本年７月には，集中豪雨の影響で，福岡県，大分

県を中心とする九州北部において，河川の氾濫，土砂災害が発生し，37名の尊い

命が奪われ，1,400棟余りの家屋に甚大な被害がありました。 

 この九州北部豪雨災害に対しましては，備北地区消防組合では，緊急消防援助

隊を即日出動させ，延べ15隊44名を派遣し，迅速な救助活動や捜索活動を実施し

たところでございます。改めて大規模災害に対する備えが重要であることを実感

し，尊い命を亡くされた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに，被災された

方々には心からお見舞い申し上げ，一日も早い復旧，復興をお祈りする次第でご

ざいます。 

 また，北朝鮮によりますミサイルの発射実験や核実験が繰り返され，弾道ミサ

イルが発射された場合の緊急対応も求められた一年でもありました。さらに，近

年の気象状況や国際情勢は複雑に変動し，予期せぬ災害や事故などは多様化，大

規模化し，いつどこで発生するか予想しがたい状況であり，広域的な応援態勢，

受援体制の構築が必要となっております。 

 このような状況の中，広域による相互応援体制の推進を図るということでは，

広島県内広域消防相互応援協定を広島県内各市町及び各消防本部と締結するな

ど，各種の相互応援協定を締結しております。また，地域住民の安全確保のた

め，消防団や地域の皆さんとの各種訓練にも積極的に取り組むとともに，懸念さ

れる朝鮮半島有事に対しましては，三次市，庄原市と連携して対応することを確

認いたしております。 

 今後とも住民の皆さんの負託に応えるため，さらなる連携と強化を図るととも

に，社会情勢や地域住民のニーズを的確に捉えた消防行政を積極的に展開し，災

害に強い安全なまちづくりを推進してまいる所存でございます。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後，消防長が説明を申し上げま

す。 

 本日は専決処分の報告１件，平成28年度の決算認定及び平成29年度の補正予算

の議案２件を提案することといたしております。特に平成29年度の補正予算につ

きましては，三次消防署甲奴出張所新庁舎建設事業に係る設計監理業務委託の債

務負担行為の追加でございます。県道吉舎油木線の道路改良事業に伴い，本年７

月に甲奴出張所の移転について広島県から協力の依頼があり，急遽基本設計を行
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う中で，来年度の移転に向けて実施設計，施工監理業務を債務負担行為により委

託しようとするものでございます。 

 庁舎建設につきましては，御存じのとおり補助金や交付金はなく，また有利な

起債もなく両市の財政負担はかなり大きいものとなりますが，このたびは事業費

の大半を県からの移転補償費で賄うこととなり，両市にとっては将来的な財政負

担の軽減にもつながるものと考えております。よろしく御審議の上，御議決いた

だきますようにお願い申し上げまして，御挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○議長（杉原利明君） 続いて，日程第２，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（杉原利明君） 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，お手元にお配りしております行政報告資料に基

づいて御報告申し上げます。 

 それでは，１ページからの資料１の平成29年度主要事業の状況から御報告申し

上げます。 

 まず，職員研修に関する事項につきましては，消防職員としての高度な知識及

び技能を習得させるとともに，指導者，また指揮者としての資質の向上を図るこ

とを目的に，消防大学校及び広島県消防学校に延べ30名を入校，またこれから入

校させて研修を行ってまいります。 

 また，救急救命士の養成につきましては，救急救命九州研修所におきまして，

１名が指導救命士養成研修を修了し，現在２名の職員が救急救命士養成課程に入

所中で，来年３月の国家試験の合格を目指し研修中でございます。 

 次に，兵庫県のはりま交通研修センターで，火災，救急の出動時などの緊急走

行に対する緊急車両指導員養成研修を受講いたしております。また，昨年４月か

ら，機関員認定制度の施行と，マニュアル車の運転技術向上のため，三次，庄

原，東城の自動車学校などの講習と研修を行っております。 

 しかしながら，運転技術向上などの講習を行っている中，本日の専決処分の報

告にもありますよう，本年８月には三次消防署救助工作車がカーブミラーに接触
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し，ミラーを破損させるという事案が発生しております。まことにもって申しわ

けなく，この場をおかりしておわび申し上げるところでございます。申しわけご

ざいませんでした。 

 その事故発生の後，全所属におきまして，原因の洗い出しや安全運転に係る研

修をさせておるところでございます。さらには，住民の方から預かっております

財産である消防車両の運行につきまして，各所属長を通し厳しく指導したところ

でございます。 

 次に，その他の研修としまして，若手職員の育成と組織の底上げを目的として

消防本部主催で，ソのポンプ運用研修から２ページの，ノの潜水訓練を実施して

おります。中でもヌのＳＷＲ，スイフト・ウオーター・レスキュー訓練，いわゆ

る急流での救助訓練や，ネのＣＳＲ，コンフィンド・スペース・レスキュー訓

練，いわゆる震災などにより建物が崩れ，狭い場所から救助する訓練には，若手

の職員が積極的に参加して実施しております。また，ハからムの予防事務関係の

研修を実施いたすとともに，記載のとおり業務に必要な分野の短期研修を実施し

ております。 

 こうした研修を通しまして，人材育成が図られ，全体の組織力を高めることが

できるものと確信しておるところでございます。 

 次に消防車両，施設等整備でございます。 

 まず，車両の更新につきましては，本年６月６日の組合議会臨時会において御

議決いただきました庄原消防署高野出張所の消防ポンプ自動車につきましては，

12月18日に納入されまして，12月19日に出張所に配備し，現在稼働中でございま

す。 

 また，議決案件ではございませんでしたが，三次消防署の指揮広報車につきま

しては，６月30日に納入され，即日配備させていただいておるところでございま

す。 

 施設等の整備でございますが，三次消防署に配備しております，はしご付消防

自動車分解整備事業，いわゆるオーバーホールでございますが，６月２日から８

月25日の間で実施したところでございます。 

 また，高機能消防指令施設の中間更新業務につきましては，順調に機器の更新

が行われており，来年２月末までには完了する運びとなっております。 
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 ３ページの職場環境の整備につきましては，庄原消防署の警備室の空調設備の

更新，作木出張所の庁舎前の舗装補修工事，東城消防署の電気温水器の更新を実

施し，年明け早々には庄原消防署の訓練用はしごの固定金具等の整備を行う予定

としております。そして，大型バスの健診車によります職員の健康診断業務も実

施しております。 

 次に，４ページの主要行事につきましては，お忙しい中御参観いただきました

消防技術大会は，今年度11月12日，日曜日，十日市親水公園で若手職員の育成と

消防技術の錬磨を目的に実施いたしました。大会では，休日の開催ということで

多くの市民の方の参観があり，盛況のうちに終了いたしましたが，競技内容の説

明不足等の配慮が足りず，皆様方には御迷惑をおかけしたことおわび申し上げま

す。 

 次に，平成29年度防火管理講習会及び再講習の開催，また住民の皆さんに対す

る応急手当ての普及啓発活動として，普通救命講習，救急教室等を実施いたして

おります。 

 そして，４ページ中段から７ページ後段までは，火災などの災害発生に備え

て，消防団，住民の方や他の機関などとの合同想定訓練の実施状況で，合わせて

63回実施し，延べ7,444名の参加者がございました。引き続き，自主防災組織及

び消防団，また他の機関との合同訓練を実施してまいります。 

 そのほか，７ページ下段に記載いたしております緊急消防援助隊中四国ブロッ

ク合同訓練ですが，10月20，21日の両日，島根県安来市におきまして実施され，

当組合からも救助隊，救急隊，後方支援隊の３隊10名の職員を派遣し，部隊の参

集訓練，野営訓練，多重衝突事故対応訓練など，災害即応訓練に参加しておりま

す。こうした訓練を通して，消防技術や救命率の向上，また関係機関との連携強

化を初め，近年多発しております自然災害を教訓とし，将来危惧されております

南海トラフ地震などの広域大規模災害への対応能力の向上を図っていく所存でご

ざいます。 

 自然災害に関連いたしまして，本年７月５日から６日にかけて発生いたしまし

た九州北部豪雨災害では，発生直後の６日深夜には消防庁長官から福岡県への緊

急消防援助隊の出動の求めがあり，その２時間後には当組合から救助隊，救急

隊，後方支援隊３隊10名が被災地に向け出動し，７月20日まで延べ15日間，44名
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の職員を派遣し，救助，救急，人命検索活動を行っております。この応援派遣に

より公休日，非番日に出動した職員につきましては，振り替えの休み及び時間外

手当を支給させていただいております。 

 なお，この応援派遣に伴う経費及び手当につきましては，人件費，需用費等を

含め総額で約240万円を支出させていただいておりますが，この経費につきまし

ては，全額消防広域応援交付金として全国市町村振興協会から今年度中に当組合

に支払われることとなりますので，来年３月の組合議会定例会におきましては，

補正予算案に計上させていただき提出させていただきますので，よろしくお願い

いたします。 

 次に，８ページ，９ページの資料２につきまして，本年１月から11月末までの

災害出動状況であります。 

 １の火災発生状況につきましては，11月末現在54件で，前年同期に比べますと

12件減少しております。火災による死者，負傷者は11名で，前年に比べ５名増加

しております。残念ながら亡くなられた１名の方は，建物火災での逃げ遅れによ

るものでございます。負傷者の方につきましては10名であり，建物火災で３名，

その他の火災で７名と，ほとんどの方が初期消火中に負傷をされております。引

き続いて，火災予防広報，住宅防火訪問などを通して，なお一層の火災予防啓発

に努める所存でございます。 

 ２の救急出動状況につきましては，11月末現在3,892件で，前年に比べ19件増

加しており，さらに12月に入り，既に4,100件を超え，昨年同時期とほぼ同じ状

況でございます。 

 次に，９ページは，救助出動の状況，ヘリコプターの活用状況，中国自動車道

及び尾道松江道への出動状況でございます。 

 救助出動状況につきましては，46件の出動で，29件活動し，29名の方を救助，

26名を医療機関へ搬送しております。防災，消防ヘリコプター活用状況は，救急

搬送15回，訓練で９回，計24回の活用をさせていただいております。また，ドク

ターヘリの活用状況は，要請件数36件，活用件数27件であります。なお，病院間

での転院搬送の施設間搬送は，２件となっておる状況でございます。 

 続いて，中国自動車道での救急出場状況は，11件出場し，11名の方を医療機関

に搬送し，また尾道松江線は，12件出場し，19名の方を医療機関に搬送いたして
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おります。 

 今後，積雪，凍結などによる事故の多発が予測されますので，高速自動車道へ

の出動態勢には万全を期して備えてまいります。 

 次に，10ページの資料３は，救急業務の高度化についてであります。 

 現在，当組合では，48名の職員が救急救命士の資格を有しており，そのうち

45名の救急救命士を３消防署７出張所に配置しており,第一線での救急活動に携

わっております。 

 メディカルコントロール協議会の運営状況は，救急救命士を中心に症例検討

会，事後検証による技術の向上を図っております。また，救急救命士による気管

挿管，薬剤投与など救命処置により心拍が再開し，胸骨圧迫や除細動，いわゆる

ＡＥＤによる電気ショック関係の救命処置を行い，３名の方が生存退院されてお

ります。そして，応急手当てとＡＥＤの使用方法などを含めた救命講習会を

226回，5,914名の皆さんに対し講習を行っております。 

 次に，11ページの資料４からは，火災予防活動状況でございます。 

 11ページから12ページ中段は，火災予防啓発活動について記載させていただい

ております。各種行事，広報媒体などを中心に，年間を通じて火災予防の高揚を

図っているところでございます。立入検査の実施につきましては，年間査察計画

に基づきまして，防火対象物，危険物，高圧ガス施設，火薬類施設などについて

実施をいたしております。また，住宅防火訪問では，ひとり暮らし高齢者住宅を

初め，一般住宅を訪問し，火災予防を訴えております。 

 次に12ページ中段から15ページは，平成29年秋季全国火災予防運動の実施結果

をまとめたものでございます。記載のとおり関係機関と連携した消防訓練，防火

パレード，住宅防火訪問，各種広報により，火災予防の徹底を図りました。 

 続きまして，16ページからの資料５は，通信指令センターの運用状況でござい

ます。 

 119番通報の受信状況につきましては，第１表記載のとおり，ことし１月から

受信総数5,711件で，昨年同時期と比較しますと108件減少しております。 

 第２表は，携帯電話からの119番の受信状況であります。携帯電話からの119番

通報は1,673件で，昨年同時期に比べ100件減少しております。 

 また，17ページは，緊急通報システム，福祉ファクシミリ，メール119システ



- 10 - 

ムの運用状況を掲載いたしております。緊急通報により，火災１件，救急77件を

受信し，出動しております。福祉ファクシミリとメール119システムの受信はご

ざいませんでした。 

 これから寒さが厳しくなり，火を使用する機会が増え，建物火災が発生するお

それが懸念されます。職員には，活動時の安全管理の徹底，出動に備えて常に緊

張感を持った勤務を指示しております。引き続き，皆様方の御理解と御支援を賜

りますようお願いいたします。 

 最後に，管理者の冒頭での挨拶の中でもございました，三次消防署甲奴出張所

の移転についてでございます。 

 お配りしておりますＡ４，１枚物の資料をごらんください。 

 まず，１の経緯でございますが，甲奴出張所の南側を通っております主要地方

道吉舎油木線の道路改良事業に伴い，本年７月に広島県から協力依頼があり，現

在移転の準備を進めているところであります。 

 ２のこれまでの取り組みと今後の予定でございますが，本年９月から新出張所

建設に係る基本設計及びデジタル無線基地局の実施設計を行っております。今後

の予定といたしましては，本日，補正予算案を御議決いただければ，来年早々の

１月下旬ごろから新出張所の実施設計に取り掛かり，平成30年中には新出張所建

設工事及びデジタル無線基地局設置工事を終え，平成30年度中には現在の甲奴出

張所の解体工事を行いたいと考えております。 

 ３の建設場所につきましては，三次市役所甲奴支所敷地内の現在倉庫として使

用されております支所別館がある場所を建設予定地として進めております。 

 最後に，４の新出張所の概要でございますが，構造は鉄筋コンクリート造の平

家建てで，延面積は，現在の出張所より100平米大きい250平米程度を予定してお

ります。 

 各部屋などにつきましては，(5)の平面図をごらんいただきたいと思います。

車庫，トイレ，湯沸かし室，休憩，会議室，警備室，事務室，脱衣室，シャワー

室，倉庫，無線機室を備え，特徴としましては，新たに消毒や除染を行う救急消

毒室を設け，近年，どの消防本部でも採用されております仮眠室を個室化して，

６室配置することとしております。 

 以上で行政報告について終わらせていただきます。本日は何とぞよろしくお願
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いします。 

○議長（杉原利明君） 行政報告について質疑がございますか。 

 〔12番 政野太君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 政野議員。 

○12番（政野太君） 今年のこの行政報告についてじゃないんですが，本日の議

題においては，ちょっとここで質問させていただくのが一番妥当かと思いますの

で，ちょっと発言をさせていただきたいと思います。 

 最近ＡＩでありますとか，ＩoＴでありますとか，そういった技術が非常に注

目をされておりまして，どんどん技術も進んでいるという中で，また九州の災害

等でもいろんな背景もある中で，総務省の消防庁のほうではドローンの活用とい

うことで，御存じと思いますが，既にもう全国的に政令都市にはドローンの配置

がされて，更には来年度の消防庁の予算要求の中には，消防団のほうでも活用し

てはどうかということで進められているような状況なんですけども，この備北消

防におきまして，そのドローンの活用の検討をされてみてはいかがかと思います

が，いかがでしょうか。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） ドローンの導入ということでございますけれど，ド

ローンにつきましては，皆さん御存じのとおり，既に農業とか空撮，測量の分野

で活用されておるということは御承知のところだと思います。また，ドローンの

機能を生かしてさまざまな実証実験を全国各地で行っております。医薬品の搬

送，商品の託送，また離島から検査血液を病院のほうに搬送するというような実

証実験が行われております。また，消防で特化して言いますと，川とか湖，海で

溺れてる人の真上まで飛んでいって，救命具を落とすというような事とか，山岳

遭難で要救助者を検索したりと，救出ルートの確認とかということでさまざまな

実証実験がされております。 

 また，ドローンの特性から，記憶に新しいところでは，先ほどもありました福

岡，大分での豪雨災害，また昨年暮れ発生いたしました糸魚川の市街地の大火火

災，これらを空撮で詳細が常にリアルタイムに本部に伝送されてくるという有効

なものでございます。 
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 このように，上空のほうから迅速かつ効果的に行えるツールとしましては大変

有効なものだと私は考えています。しかしながら，ドローンの機体本体の価格，

またオペレーターの育成費用，またその他部品などの消耗品，ランニングコスト

等々につきますと，単独の消防ではちょっと持ちにくいかなというところでござ

います。 

 実際，先ほど政野議員も言われました総務省消防庁のほうからの先般全国の

20の政令指定都市に対しまして，ドローンを無償貸与という形で貸与してるとこ

ろですが，日本全国的に見ますと，ドローンを単独で持っている消防は非常に少

ない。しかしながら，ドローンの活用ということになりますと，最近専門の業者

と委託して契約するという消防本部が非常に増えてきていると思います。 

 備北消防としましても，いろいろ検証をして，住民の皆さんに対して安全・安

心な暮らしを守るためのツールであるということでしたら，管理者，副管理者と

も協議を重ねて，協定という形でしたいなというふうに私は思っています。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑はございますか。 

 〔16番 竹原孝剛君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 竹原議員。 

○16番（竹原孝剛君） 甲奴出張所の移転で，設計図というか，平面図が出てお

りますが，トイレのことですが，女性トイレがこれにはないですよね。女性消防

士が配属されるかどうかわかりませんけども，もしするんだったら多目的トイレ

にしといて，両方使えるようにするとか，もう少し工夫したらいかがかなという

ふうに思いますが。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 竹原議員のおっしゃることはわかりました。 

 現在，甲奴出張所のほうへは女性職員を配置する計画は今はございません。 

 先ほど言われましたように，多目的トイレ，ここの庁舎の１階にもあります。

そういう形での整備ということになりますと，また検討させていただきたいと思

っております。 

○16番（竹原孝剛君） 了解。 
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○議長（杉原利明君） ほかに質疑はございますか。 

 〔５番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 弓掛議員。 

○５番（弓掛元君） ちょっと二，三点聞かせていただきます。 

 前回もちょっと御指摘させていただいたんですけれども，防火管理者のもう少

し人数増やしていただけたらということを前回言わせていただいたんですけど

も，新規講習のほうが増えたかどうかということと，私ちょっと聞いた話では，

資格証を無くした方がこちらへ問い合わせたら，資格証が無かったらどうもわか

らんみたいなところがあって，ちゃんと防火管理者の資格を持たれてる方をこち

らで管理されてるかどうかというのをちょっとお聞きしたいのと，あと甲奴出張

所を，これ県の道路改良でやられるんで，建設費用のほうはどこから出るのか教

えてください。 

 〔予防課長（石田英二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 石田予防課長。 

○予防課長（石田英二君） 防火管理者新規講習会についてお尋ねでございます

けども，備北地区消防組合において，１年度に１回防火管理新規講習会を開催し

ております。本年度は６月に開催いたしまして，78名の方が受講をされました。

ほかな講習機関なんですけども，日本防火協会が行う講習会が毎月開催されてお

ります。こちらで問い合わせを受けたものについては，消防組合の講習会が終わ

った後のものについては，広島市を案内して受講していただいているというとこ

でございます。 

 ２点目の御質問なんですけども，資格者証，これは防火管理の選任届け出をし

ていただく際に，証明となるものの提出を求めております。他の本部で，あるい

は日本防火協会で受講された方については，やはり証明書の写しなりがありませ

んと確認できませんので，それを添付していただいておりますが，当組合で受講

された方につきましては，免許を無くしたとおっしゃる方には組合のほうで確認

することはできますし，再交付をすることもできますので，そういった対応を行

っているところであります。 

 以上でございます。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 
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○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 移転が決まりました甲奴出張所の建設費用がどこか

ら出るかということでございますけど，こちらのほうにつきましては，先ほど管

理者のほうの挨拶にもありましたように，大半が県の補償費となります。その残

りは両市の負担ということで，通常の分担率で両市で負担していただくことにな

っています。 

 また，その額につきましては，現在来年度予算について調整中でございますの

で，その後にお示しをさせていただきたいと思います。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑なしと認めます。 

 続いて，日程第３，平成29年報告第１号専決処分の報告について（損害賠償の

額を定めることについて）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（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました報告第１

号専決処分の報告について御説明申し上げます。 

 本件は，平成29年８月15日に三次市南畑敷町582番地14地先，鳥居橋西側市道

交差点で発生した三次消防署救助工作車によるカーブミラーとの接触事故につき

まして，設置者の三次市と協議を行った結果，示談が調い，その損害賠償額を地

方自治法第180条第１項の規定により専決処分いたしましたので，同条第２項の

規定により御報告申し上げるものであります。 

○議長（杉原利明君） 質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を求めます。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっている報告は，先例により質疑のみといたします。 

 続いて，日程第４，平成29年議案第６号平成28年度備北地区消防組合一般会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 
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 ただいま議題となっております議案第６号は，例年に倣い本定例会で審議いた

します。 

 ここで監査委員であります政野太議員には一旦退席を願います。 

 この際，暫時休憩いたします。 

            午前10時32分 休憩 

            （政野議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君），

備北地区消防組合会計管理者（中原真一君）入場し

着席） 

            午前10時35分 再開 

○議長（杉原利明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次市副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第６

号平成28年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し

上げます。 

 本会計の決算額は，歳入19億2,589万7,550円，歳出19億828万6,312円で，歳入

歳出差し引き残額は1,761万1,238円となり，翌年度へ繰り越しをいたしました。 

 それでは，決算書12ページの歳入から御説明申し上げます。 

 款１分担金及び負担金は，両市分担金18億3,768万円，西日本高速道路株式会

社からの救急業務支弁金による負担金1,319万4,375円，合わせて18億5,087万

4,375円で，歳入全体の96.1％であります。 

 款２使用料及び手数料は209万3,000円で，前年度決算と比べ23.2％の増となり

ました。 

 款３国庫支出金は1,026万1,000円，款４県支出金は825万250円で，それぞれ前

年度決算と比べ皆増となりました。 

 款５財産収入は214万1,549円で，前年度決算と比べ4.2％の増となりました。 

 款６繰越金は2,233万3,832円で，前年度決算と比べ62.2％の増となりました。 

 款７諸収入は94万3,544円で，前年度決算と比べ87.5％の減となりました。 
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 款９繰入金は，職員退職手当基金2,900万円で，前年度決算と比べ71.3％の減

となりました。 

 次に，歳出について，16ページから御説明申し上げます。 

 款１議会費は，議員報酬など83万4,842円，前年度と比べ59.8％の増となりま

した。 

 款２総務費は５億3,910万4,682円，前年度と比べ12.7％の減で，この主な原因

は，職員退職手当の減であります。 

 款３消防費は13億5,157万3,044円，前年度に比べ２％の減であります。 

 款４公債費は1,677万3,744円で，前年度と比べ3.9％の増となりました。 

 最後に，款５予備費については，執行はありませんでした。 

 以上，議案１件につきまして，よろしく御審議の上，御承認いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） それでは，決算の内容について説明を願います。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） それでは，失礼いたします。 

 お許しをいただきましたので，平成28年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出

決算の内容について御説明いたします。 

 決算書をごらんください。 

 決算書の２ページから７ページに記載しておりますように，平成28年度の決算

額は，２ページの歳入収入済額の合計欄19億2,589万7,550円，６ページの歳出支

出済額の合計欄19億828万6,312円，歳入歳出差し引き残額は，７ページ中央右

側，欄外の1,761万1,238円で，翌年度へ繰り越すことといたしました。 

 続いて，歳入歳出につきまして，まず歳入から事項別明細書の12ページから

15ページで説明いたします。 

 初めに，12ページの款１分担金及び負担金，当初予算額19億5,627万2,000円，

補正予算額１億539万6,000円の減で，予算額18億5,087万6,000円に対し，収入済

額は18億5,087万4,375円で，前年度と比べ5,866万7,655円の減であります。 

 このうち，項１分担金，構成市からの分担金の収入済額は18億3,768万円で，

歳入総額の95.4％に当たります。 
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 項２負担金の収入済額は1,319万4,375円であります。この負担金は救急業務支

弁金であります。 

 款２使用料及び手数料，当初予算額250万1,000円，補正予算額64万2,000円減

の185万9,000円に対し，収入済額は209万3,000円であります。主なものは，危険

物製造所等許可手数料であります。 

 款３国庫支出金，当初予算額０円，補正予算額1,026万1,000円に対し，収入済

額は同額の1,026万1,000円であります。これは庄原消防署に配備した消防ポンプ

自動車に対する緊急消防援助隊設備整備費補助金であります。 

 款４県支出金，当初予算額782万8,000円，補正予算額39万7,000円増の822万

5,000円に対し，収入済額は825万250円であります。これは広島県消防学校に派

遣している職員１名に対する県負担金であります。 

 款５財産収入，当初予算額282万円，補正予算額60万円減の222万円に対し，収

入済額は214万1,549円で，これは職員退職手当基金の運用利子であります。 

 款６繰越金，収入済額2,233万3,832円は，前年度からの繰越金であります。 

 款７諸収入は，当初予算額63万1,000円，補正予算額10万円増の73万1,000円に

対し，収入済額は94万3,544円であります。諸収入の内訳は，備考欄に記載のと

おりであります。 

 款９繰入金，当初予算額2,900万円，収入済額2,900万円は，職員退職手当基金

からの繰入金で，退職者の減により，前年度より7,200万円の減であります。 

 以上，歳入合計額は，予算現額19億2,550万5,000円に対し，調定額，収入済額

とも19億2,589万7,550円です。 

 次に，歳出について御説明いたします。 

 16ページから17ページの款１議会費は，予算現額135万8,000円に対し，支出済

額83万4,842円であります。 

 款２総務費は，当初予算額５億4,695万6,000円，補正予算額227万1,000円減の

５億4,468万5,000円に対し，支出済額５億3,910万4,682円で，不用額558万318円

であります。 

 款２総務費，項１総務管理費，目１一般管理費は，当初予算額５億4,678万

3,000円，補正予算額227万1,000円減の５億4,451万2,000円に対し，支出済額５

億3,899万1,130円であります。支出の主なものは，節１報酬は，公平委員会等の
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委員報酬で24万4,500円，節２給料１億3,475万347円，節３職員手当等２億674万

7,625円，節４共済費4,349万9,592円です。給料，職員手当等，共済費は，本部

職員33名に対する職員人件費で，その明細につきましては，17ページ及び19ペー

ジの備考欄に記載のとおりであります。節８報償費12万9,900円は，メディカル

コントロール協議会症例検討会講師謝礼及び消防功労者に対する記念品代等であ

ります。節９旅費94万9,629円は，訓練や会議等へ出席する旅費などで，実践的

消火訓練や８月に愛媛県松山市で行われた全国消防技術大会出場の旅費などを支

出しています。節10交際費の支出はありませんでした。節 11需用費2,325万

6,328円の主なものについて，19ページの備考欄をごらんください，下から６項

目めになりますが，消耗品費276万9,755円，燃料費123万2,997円，食糧費１万

9,323円，印刷製本費83万3,760円，光熱水費475万5,353円，修繕料，21ページの

備考欄の最上段をごらんください，1,364万5,140円の主なものは，高機能消防指

令施設バッテリー等交換1,186万2,072円で，その他施設や設備の修繕及び本部車

両の車検，点検，修繕等に係る修繕料であります。 

 16ページから17ページへ戻っていただきまして，節12役務費667万4,177円の内

訳は，21ページの備考欄をごらんください，上から通信運搬費499万6,368円，手

数料29万1,787円，筆耕翻訳料２万6,460円，自動車損害保険料94万835円，その

他保険料41万8,727円は，医師，救急救命士賠償責任保険及び建物等の損害共済

保険料であります。 

 16ページ，17ページへ戻っていただきまして，節13委託料5,116万3,359円の内

訳は，21ページの備考欄をごらんください，上から６項目めの業務委託料（物件

費）906万4,601円で，主なものは，消防救急デジタル無線パラメーターファイル

設定変更業務委託料，職員健康診断業務委託料，消防ＯＡシステム設定業務委託

料などです。次に，施設機器等管理委託料4,209万8,758円の主なものは，通信指

令施設保守点検委託料，消防救急デジタル無線設備保守点検委託料，消防支援情

報管理システム保守点検委託料などであります。 

 16ページから 17ページへ戻っていただきまして，節 14使用料及び賃借料

1,648万689円の内訳としては，21ページの備考欄をごらんください，中段の土地

借り上げ料からその他使用料及び賃借料までの６項目になりますが，その主なも

のは，事務機器等借り上げ料525万3,000円，その他の使用料及び賃借料1,077万
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4,467円で，消防本部公用車賃借料，位置情報通知システム使用料，デジタルア

クセス64回線使用料，エネルギア光回線使用料などです。 

 16ページ，17ページに戻っていただきまして，節16原材料費２万9,110円は，

訓練施設作成材料等の購入費であります。節18備品購入費367万8,725円の内訳

は，21ページの備考欄をごらんください，下から６項目めの機械器具費は，緊急

通報システムセンター装置機器更新で，その他備品購入費の主なものは，本部職

員の被服等貸与品と防火啓発用ＤＶＤなどです。 

 16，17ページに戻っていただきまして，節 19負担金補助及び交付金897万

2,000円は，21ページの備考欄の下から４項目めの負担金（補助費） 773万

2,000円の主なものは，職員の短期人間ドック所属所負担金や財務，人事給与シ

ステム運用支援業務などです。補助金（補助費）124万円は，自主防災組織育成

事業としての幼少年女性防火委員会補助金及び広島県備北圏域メディカルコント

ロール協議会補助金であります。 

 16，17ページへ戻っていただきまして，節25積立金4,234万4,549円は，職員退

職手当基金の積立金で，両市の消防費に係る基準財政需要額の２％相当分

4,020万3,000円及びこの基金に係る運用利子214万1,549円であります。 

 最終ページの37ページをごらんください。 

 退職手当基金の総額は，表の決算年度末現在高の欄の下段，総額４億8,529万

6,485円で，そのうち有価証券は１億9,964万4,000円です。 

 次に，18，19ページをごらんください。 

 節27公課費７万600円は，指揮広報車，予防査察車の自動車重量税でありま

す。これは21ページ備考欄の下段から23ページの備考欄の上段に記載をしており

ます。 

 16，17ページに戻っていただきまして，款２総務費の不用額の主なものは，給

料，職員手当等，需用費，役務費で，給料は17ページ中段へ記載の100万2,653円

で，これは長期休暇職員に係る給料支給の減額によるものです。職員手当等の

67万9,375円は，扶養手当，時間外災害対応及び休日勤務実績によるものであり

ます。需用費の81万9,672円は，燃料費，修繕料等の使用実績が見込みを下回っ

たことによるものであります。役務費の91万1,823円は，通信運搬費及び手数料

の実績が見込みを下回ったことによるものであります。 
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 次に，22ページから23ページをごらんください。 

 項２目１監査委員費は，予算現額17万3,000円に対し，支出済額11万3,552円で

あります。支出の主なものは，例月現金出納検査等に伴う委員報酬であります。 

 続いて，款３消防費でありますが，当初予算額14億3,336万5,000円，補正予算

額7,127万7,000円減の13億6,208万8,000円に対し，支出済額13億5,157万3,044円

は，昨年度決算と比べ2,780万7,753円の減で，不用額は1,051万4,956円でありま

す。 

 項１目１，３段目の消防費は，当初予算額14億1,433万2,000円，補正予算額

6,819万7,000円減の13億4,613万5,000円に対し，支出済額は13億3,565万6,689円

で，不用額は1,047万8,311円であります。この目１消防費の支出済額につきまし

ては，23ページ備考欄，中段の本部管理経費（職員人件費）と25ページ備考欄，

上から７項目めの本部管理経費（一般管理経費），27ページ備考欄，最上段の三

次消防署管理経費，29ページ備考欄，最上段の庄原消防署管理経費，29ページ備

考欄，下から２項目めの東城消防署管理経費について，それぞれ細節ごとに執行

額を記載していますが，それぞれの管理経費を合計した金額は，先ほど申し上げ

ました支出済額となっております。 

 それでは，22，23ページに戻っていただきまして，支出済額をごらんくださ

い。 

 節２給料５億9,237万3,094円，節３職員手当等３億8,864万2,516円，節４共済

費１億9,661万4,261円は，各消防署及び出張所に勤務する職員178名分の給料，

職員手当等，共済費等であります。節８報償費の10万6,527円は，各消防署の管

理経費の最初にあるその他報償費を合計したもので，主なものは火災予防運動行

事記念品代であります。節９旅費612万654円は，教育研修や各種会議出席等や管

外への救急転院搬送に要したものであります。 

 節11需用費4,473万9,629円の支出の主なものは，３消防署７出張所が支出した

もので，三次消防署管理経費で見ていただきますと，27ページの４項目め，消耗

品費からでありますが，消耗品費は車両維持物品，救急用品，各事務用品等の消

耗品の購入，燃料費は消防車両及び庁舎冷暖房費，食糧費は来客用のお茶等，光

熱水費は庁舎の電気料及び水道料，修繕料は消防車両等の車検及び整備，点検

等，また事務用機器や消防救急資機材等の修繕料であります。なお，庄原，東城
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消防署においても同様の内容です。 

 23ページに戻っていただきまして，節12役務費350万5,066円の支出は，３消防

署７出張所で使用する郵便料の通信運搬費，空気，酸素ボンベの検査料，救急毛

布等のクリーニング代の手数料及び車両の自賠責保険料等であります。節13委託

料108万5,088円の主なものは，三次及び庄原消防署のはしご車通常保守点検，作

木，吉舎，口和，西城出張所の浄化槽保守点検管理委託料，庄原及び東城消防署

の電気工作物保守点検委託料等であります。節14使用料及び賃借料200万8,296円

は，各消防署，各出張所職員174名分の寝具の借り上げ料で，25ページから31ペ

ージの備考欄に本部管理経費及び各消防署管理経費として掲載しております使用

料，借り上げ料等の合計額であります。節16原材料費13万1,182円の主なもの

は，訓練施設修繕等資材であります。節17公有財産購入費16万6,168円は，作

木，口和，三和出張所の照明器具取りかえ及び作木出張所仮眠室の畳の入れかえ

であります。節18備品購入費9,271万2,745円は，まず25ページ備考欄の下から４

項目めの機械器具費7,765万2,000円で，三次消防署の化学車及び庄原消防署のポ

ンプ車の購入費です。その他備品購入費は，本部管理経費の1,180万9,906円で，

職員への貸与品などです。また，３消防署の管理経費では，各署の実情に応じた

潜水器具，空気呼吸器，救急業務用品等の備品の整備を行っております。 

 22，23ページに戻っていただきまして，節 19負担金補助及び交付金632万

8,063円の主なものは，救急救命士養成課程入校などの負担金です。節27公課費

112万3,400円は，各消防署管理経費にあります消防車，救急車等の車検に伴う自

動車重量税22台分です。 

 続いて，30ページから31ページをごらんください。 

 30ページにあります目２消防施設費は，当初予算額1,903万3,000円，補正予算

額308万円減の1,595万3,000円に対しまして，支出済額1,591万6,355円でありま

す。この消防施設費のうち，節11需用費62万6,400円の内訳は，庄原消防署庁舎

南側舗装修繕であります。節15工事請負費は1,528万9,955円で，消防救急アナロ

グ無線設備撤去工事1,398万6,000円，高丸山無線基地局撤去工事44万6,040円，

吉舎，西城出張所庁舎屋外スピーカー設置工事21万3,155円などです。 

 23ページに戻っていただきまして，消防費の不用額の主なものは，職員手当

等，需用費，備品購入費などですが，職員手当等387万6,484円は，災害時対応の
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時間外，休日勤務出動実績によるもので，需用費484万8,371円は，各消防署の燃

料費，修繕及び光熱水費の実績が見込み額を下回ったためで，備品購入費75万

7,255円は，各管理経費の備品購入に係る入札実績によるものです。 

 次に，32ページから33ページをごらんください。 

 款４公債費でありますが，予算額1,687万4,000円に対しまして，支出済額は

1,677万3,744円で，昨年度決算と比べ62万1,877円の増であります。このうち，

目１元金1,515万2,896円の支出は，平成７年度から平成26年度までの間に整備し

た庁舎や設備などの長期債償還元金です。 

 次の目２利子162万848円は，長期債に係る償還利子であります。 

 最後に，款５予備費は，予算現額50万円で，執行はありませんでした。 

 以上，歳出合計は， 32，33ページの計の欄でありますが，予算現額 19億

2,550万5,000円に対し，支出済額19億828万6,312円，不用額1,721万8,688円であ

ります。 

 以上，平成28年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算について説明を終わ

ります。よろしく御審議の上，御認定いただきますようお願いいたします。 

○議長（杉原利明君） 続きまして，田邊監査委員から監査報告を願います。 

 〔監査委員（田邊宣昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 田邊監査委員。 

○監査委員（田邊宣昭君） 代表監査委員の田邊宣昭と申します。 

 議員の皆様方におかれましては，消防行政に対しまして日々御尽力いただきま

すことに対しまして，この席をおかりいたしまして敬意と感謝の意を表する次第

でございます。 

 さて，お許しをいただきましたので，監査委員を代表いたしまして，私のほう

より平成28年度備北地区消防組合の決算審査の結果につきまして御報告申し上げ

ます。 

 このたび審査に付されました平成28年度備北地区消防組合一般会計の決算並び

に附属資料につきまして，政野監査委員とともに慎重に審査をいたしました。そ

の結果，各提出書類はいずれも法令に準拠して作成されており，その計数は正確

でありました。また，予算の執行におきましても，予算議決の趣旨に沿い，適正

に執行されていると認めました。 
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 それでは，審査の概要について御報告申し上げます。 

 まず，当年度の決算状況であります，先ほど来御報告と重複いたしますけど

も，歳入歳出予算額19億2,550万5,000円に対しまして，決算額は歳入総額が19億

2,589万7,550円であります。一方，歳出総額は，19億828万6,312円で，予算額に

対する執行率が99.1％でありました。歳入歳出差し引き残額1,761万1,238円を翌

年度へ繰り越す決算となっております。決算額を前年度と比較しますと，歳入は

１億970万3,710円，歳出は１億498万1,116円，いずれも減少しております。 

 計数の詳細につきましては，意見書にまとめておりますので，省略させていた

だきます。 

 施設整備につきましては，依然として厳しい財政状況が続いているわけでござ

いますが，当年度は消防ポンプ自動車等２台を圧縮空気泡消火装置搭載型の車両

に更新されたほか，緊急通報指令システムセンター装置を更新されるなど，消防

活動等の充実強化を図られております。 

 今後も事業の執行に当たりましては，構成両市の財政状況を踏まえ，内容を十

分に精査され，合理化と効率化を進め，将来にわたる健全な消防財政の維持に向

けて努力をしていただくようお願い申し上げます。 

 職員の教育につきまして，若手職員の現場能力の向上と職員の資質の向上，技

術の習得に重点を置き，人材育成に取り組まれております。また，迅速で的確な

消防業務が行えるよう，関係機関との連携したさまざまな訓練を継続的に実施さ

れ，災害現場での活動内容，安全管理の協力体制を強化されております。 

 住民の高齢化が進むこの中山間地域におきまして，求められる消防業務も多種

多様となってきております。加えて，近年，全国各地で大規模な豪雨や地震など

の自然災害が頻発しており，消防行政の果たす役割が重要となってきておりま

す。災害発生時における住民への被害や混乱を最小限にとどめるためにも，備北

地区消防組合におかれましては，消防防災体制の強化に加え，住民自らが効率的

な自主防災活動が行えるよう，防災知識の普及啓発活動に取り組まれ，今後も引

き続き住民が安心して暮らせるようなまちづくりの構築のために職務に専念され

ることを切に望むものでございます。 

 終わりになりましたが，管理者，消防長，関係者の皆さんの不断の御努力に対

しまして敬意を表し，平成28年度備北地区消防組合の決算審査報告とさせていた
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だきます。 

○議長（杉原利明君） 質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を求めます。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑がないようでございますので，質疑なしと認めま

す。 

 続いて，討論に移ります。 

 討論願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 討論なしと認めます。 

 ここで田邊監査委員，政野監査委員，中原会計管理者におきましては，退席を

お願いいたします。ありがとうございました。 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君），

備北地区消防組合会計管理者（中原真一君）退席） 

○議長（杉原利明君） お諮りいたします。 

 平成28年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算について認定することに御

異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第６号平成28年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算につい

ては認定することに決しました。 

 それでは，政野議員の入場をお願いいたします。 

            （政野議員自席へ） 

○議長（杉原利明君） 続いて，日程第５，平成29年議案第７号平成29年度備北

地区消防組合一般会計補正予算（第１号）（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（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第７

号平成29年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）（案）について御説
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明申し上げます。 

 今回の補正は，債務負担行為の補正であります。 

 第１条債務負担行為の補正につきましては，２ページ記載の第１表のとおり，

三次消防署甲奴出張所新庁舎建設事業に係る設計監理委託業務１件の追加であり

ます。 

 本業務は，主要地方道吉舎油木線の道路改良事業に伴い，来年度に三次消防署

甲奴出張所の移転が必要となり，早期に設計監理業務の委託を行おうとするもの

です。 

 以上，議案１件につきまして，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（杉原利明君） 質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を求めます。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 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（杉原利明君） 討論なしと認めます。 

 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（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第７号平成29年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）

（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて平成29年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，大変御苦労さまでございました。 

            午前11時15分 閉会 
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