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平成２７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 五島  誠  ２番 政野  太  ３番 徳永 泰臣 

  ４番 横路 政之  ５番 鈴木深由希  ６番 澤井 信秀 

  ７番 岡田美津子  ８番 林  千祐  ９番 林  高正（議長） 

 １０番 田中 五郎 １１番 杉原 利明 １２番 須山 敏夫（副議長） 

 １３番 福岡 誠志 １４番 大森 俊和 １５番 垣内 秀孝  

 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 戸田 歳孝 総務課長 甲斐 和彦 予防課長 正畑 慶治 

 警防課長 湧田 勝則 通信指令課長 山添 徳宏 三次署長 久保井正司 

 庄原署長 兒山 繁樹 東城署長 熊野 美博      新家 慶久 

 監査委員 田邊 宣昭     

  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 

 総務課庶務係員 橋本 政彦 

 

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 

備北地区消防組合
会計管理者
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第２  行政報告 

第３ 議案第９号 損害賠償の額を定めることについて 

第４ 議案第10号 
平成２６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 

 

５ 議事の状況は，次のとおりである。 
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            午後２時００分 開会 

○議長（林高正君） 本日は何かと御多忙のところ御出席を賜り，厚くお礼申

し上げます。 

 本日の議会の出席議員は15名でございますが，実は鈴木議員から遅参届が出て

おります。ということで16名となります。 

 ただいまから平成27年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112条の規定によって署名者は，大森議員及び徳永議員を指名いたし

ます。 

 日程に入ります前に，管理者増田三次市長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（林高正君） 管理者三次市長 

○管理者三次市長（増田和俊君） 12月定例会に当たりまして管理者としての

御挨拶を申し上げさせていただきます。 

 本日備北地区消防組合定例会を招集いたしましたところ，議員の皆様におかれ

ましては年末何かと御多用にもかかわらず御出席を賜り，厚くお礼を申し上げま

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

業務を推進しておりますことに感謝を申し上げますとともに，今後とも組合の発

展になお一層の御支援を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

 さて，今年一年を顧みますと，当管内では幸いに大きな被害をもたらす災害は

なかったものの，全国的にみますと７月に発生した台風11号は，近畿地方を中心

に２名の死者と被災家屋398戸など大きな被害をもたらしました。また，９月に

発生した台風18号は，関東・東北地方に豪雨災害をもたらし，堤防決壊などによ

り８名の死者と家屋の全半壊は3,926戸に及びました。改めて尊い命を亡くされ

ました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに，被災された方々に心からお見

舞いを申し上げます。 

 このように，近年においては気象状況も複雑に変動，予期せぬ災害，事故など
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は多様化，大規模化し，いつどこで発生するかわからない状況であり，単体の消

防のみの災害救助活動にとどまらず，広域的かつ相互応援体制の構築が重要とな

っております。 

 このような状況の中で，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，応援体制の充実強化ということにおきましては，本年も11月に高松市で

開催された中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練に職員７名を，また同じく

11月に千葉県市原市で開催された全国消防緊急援助隊の合同訓練へは職員５名を

派遣し，中国地方あるいは全国の消防本部との活動調整及び連携強化に努めたと

ころであります。 

 このように，応援・受援体制の充実を図る一方，地域住民の安全確保のため消

防団や地域の皆様との各種訓練にも積極的に取り組むとともに，消防防災体制の

強化や火災調査，予防指導の徹底に努めているところでございます。 

 救急業務の高度化におきましても，備北圏域メディカルコントロール協議会を

中心に救急救命士の育成，病院実習による技術，資質の向上や医療機関との連携

により，その体制の充実強化に取り組んでおります。 

 それに加えて，広島県ドクターヘリの活用及び中国地方５県ドクターヘリ広域

連携における基本協定に基づいた島根県ドクターヘリとの連携によりいち早い治

療の開始が可能となり，救命率の向上や後遺症の軽減が図られ，地域の救急医療

の充実強化及び住民の安心な暮らしづくりにつながっているところであります。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長から説明を申し上げま

す。 

 終わりに当たり，住民の負託に応えるため，さらなる連携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あります。 

 本日は平成26年度決算認定を含め議案２件を提案することとしておりますの

で，よろしく御審議の上，御議決いただきますようにお願いを申し上げまして御

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（林高正君） 続いて，日程第１，会期の決定についてを議題といたし
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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（林高正君） 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。 

 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（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） お許しをいただきましたので，お手元にお配りして

おります行政報告書に基づきまして御報告をさせていただきます。 

 その前に，本日の議案に上程しております損害賠償について御説明いたしま

す。 

 この事故は，平成27年９月28日午後２時40分ごろ，三次市役所に用務のためポ

ンプ車に３名が乗車し出向，ポンプ車を三次市役所駐車場にエンジンをとめサイ

ドブレーキを引いて機関員が乗車し駐車しておりました。たまたま通りかかりま

した上司に挨拶をするため，機関員が車両を下車し目を離したすきに駐車場の傾

斜によりましてポンプ車が前進し，前に駐車した車両２台に衝突したものでござ

います。 

 この事故の原因は，エンジンを切っていたもののサイドブレーキの引きが甘か

ったこと，車両の重量を考慮せず下車した際に歯止めをしなかったこと，また傾

斜のある駐車場に停車したことなどであり，全て危機感の不足，また問題意識の

なさが原因であります。 

 この事故の後対応ですが，直ちに各署に交通事故防止の徹底を図るとともに防

止策の研修と実施，報告を通知いたしました。また，10月５日，７日，９日の３

日間で，３消防署において出張所の職員を含め消防長点検後に事故防止と安全管

理について訓示を行いました。また，年明け１月18，19の２日間，自動車運転研

修所から講師をお迎えして研修を行う予定としております。 



- 6 - 

 このような住民の方に損害を与える事故を起こしまして，誠に申しわけありま

せんでした。今後はより一層の事故防止の徹底を図り，二度とこのような事故を

起こさないよう職員一丸となって勤務に精励してまいります。 

 それでは，１ページから資料１の平成27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，消防職員として高度な知識及び

技能を習得させるとともに指導者，また監督者としての資質の向上を図ることを

目的に，消防大学校，また広島県消防学校に延べ42名を入校，またこれから入校

させて研修を行います。 

 救急救命士につきましては，２名の職員が救急救命九州研修所に現在入所中

で，来年３月の国家試験の合格を目指して研修しております。 

 また，火災・救急出動時などの緊急走行のため，兵庫県のはりま交通研修セン

ターで緊急車両運転者特別研修を受講いたしました。 

 その他の研修として，記載のとおり，業務に必要な分野の短期研修を実施いた

しました。こうした研修を通じ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いるとこでございます。 

 次に，２ページの消防車両・施設等の整備でございます。 

 車両の更新事業につきましては，本年６月３日の組合議会臨時会において議決

いただきました三次消防署及び作木出張所の高規格救急自動車及び救急資機材の

更新は，10月30日に配車し現在出動しております。 

 職場環境の整備につきましては，作木出張所の給水設備工事，口和出張所の庁

舎外壁修繕工事，三次消防署の訓練塔床板張りかえ工事，そして職員の健康診断

を実施いたしております。 

 次に，主要行事等につきましては，お忙しい中参観いただきました消防技術大

会は今年度も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。 

 平成27年度防火管理講習会及び再講習の開催，また住民の皆様に対する応急手

当ての普及啓発活動も実施いたしました。 

 そして，３ページ，４ページは，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を実施いたしました。そのうちの主なもの
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を上げておりますが，合わせて30回，延べ3,632名の方の参加がありました。特

に自主防災組織との訓練の積極的な実施を指示しているところであります。 

 その他，本年度は，緊急消防援助隊中四国ブロック合同訓練が高松市において

実施され，当消防組合から車両２台と職員６名が参加いたしました。また，５年

ごとに実施されております緊急消防援助隊全国合同訓練を千葉県市原市において

実施され，広島県隊の救急隊として高規格救急車と救急救命士３名が参加いたし

ました。こうした訓練を通じて消防技術や救命率の向上，また関係機関との連携

強化を初め本年多発いたしました自然災害を教訓として，これからも危惧されて

います南海トラフ地震など広域大規模災害への対応能力の向上を図っているとこ

ろでございます。 

 次に，５ページ，６ページの資料２につきましては，本年１月から11月末現在

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44件で，前年同期に比べて17件

減少しております。火災による死者は２名で，前年同期に比べますと２名の減少

となっており，負傷者も４名で１名減少しております。残念ながら，亡くなられ

た２名はいずれも70歳以上の高齢者で，建物火災での逃げおくれによるもので

す。引き続き，火災予防広報，住宅防火訪問などを通じ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の救急出場状況につきましては，11月末現在3,957件で，前年に比べ149件増

加しております。 

 次に，６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

及び尾道松江道での出動状況でございます。 

 救助出動状況につきましては，53件の出動で30件活動し，38名の方を救助，

34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，火災出動１件を含め20回の活用をしてお

ります。 

 また，ドクターヘリ活用状況は，要請件数が54件で，活用件数は23件でありま

す。 

 なお，病院間での転院搬送の施設間搬送は８件でございます。 

 続いて，中国自動車道での救急出動状況は，22件出動し，23名の方を医療機関
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に搬送しております。 

 また，本年３月末に全線開通いたしました尾道松江線は，15件出動し，18名の

方を医療機関に搬送しております。 

 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，高速自動車道な

どへの出動態勢に万全を期してまいります。 

 次に，７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53名の職員が救急救命士の資格を有しており，42名が第一線の現場で活動

しております。 

 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

や事後検証により技術の向上を図っています。また，救急救命士による気管挿

管，薬剤投与，除細動，いわゆる電気ショック関係の救命処置を行い，生存退院

された方が３名おられます。 

 そして，応急手当てとＡＥＤの普及啓発につきましては，現在把握しているだ

けでも管内の各施設496カ所にＡＥＤが設置されております。救命講習会等を開

催して使用方法などを含めた救命処置や応急手当ての普及を220回，5,886名の方

に講習を行っております。 

 次に，８ページの資料４からは，火災予防活動状況でございます。 

 火災予防啓発活動につきましては，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です。 

 立入検査の実施につきましては，年間査察計画により防火対象物，危険物，高

圧ガス施設，火薬類の施設等などについて実施しております。 

 また，住宅防火訪問では，ひとり暮らしの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，９ページから12ページは，平成27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，関係機関との連携した消防訓練，防

火パレード，住宅防火訪問，各種広報等により火災予防の徹底を図りました。 

 続きまして，13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。 

 本年３月末に完成した消防救急デジタル無線は，４月１日から運用開始，問題

なく順調に機能しております。 
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 119番通報の受信状況につきましては，第１表のとおり，今年１月からの受信

総数は5,829件で，昨年同期と比較すると342件増加しております。 

 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1,808件で，191件増加しております。 

 また，14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

ムの運用状況を掲載しております。緊急通報により，火災１件，救急51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。 

 これから火を使用する機会がふえ，建物火災が発生するおそれが懸念されま

す。職員には，災害活動の安全管理と出動に備えて常に緊張感を持っての勤務を

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を

いたしまして，行政報告とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（林高正君） 行政報告について質疑がありますか。 

 〔４番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 横路議員。 

○４番（横路政之君） ＡＥＤの設置のことなんですけども，これ496カ所，そ

れの確認をされたということで，まだこれ以外にも設置されているところがある

可能性があるのか，これが全てでしょうか。教えてください。 

 〔警防課長（湧田勝則君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 湧田警防課長 

○警防課長（湧田勝則君） 警防課の湧田です。よろしくお願いします。 

 ＡＥＤの設置状況につきましては，現在496カ所を確認しております。場所の

詳細について全てをそれぞれに確認してはないんですが，管内には現在496カ所

というようなことでございます。 

 このＡＥＤにつきましては，ＡＥＤの登録する機関がありまして，そこへイン

ターネットで接続すると，場所，色々な設置状況とかがわかるようなシステムに

なっております。そのことについて，現在備北消防といたしましてはそこへ接続

して住民の方々に見ていただく，あるいは119番が入ってきた段階などで，もし

その救急現場の近くにＡＥＤがあれば通報者あるいは関係者等にＡＥＤを取りに
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行っていただき，それを活用していただくというような方向で活用をしていくと

いうことです。 

 以上でございます。 

 〔４番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 横路議員。 

○４番（横路政之君） よく，消防が施設を点検されますよね。そういった形

で把握されるのか。消防の方ではこれが全てなのか。それともまだまだ213と

283ヶ箇所以外にも設置されているのか。そういうことです。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 議員さんの御指摘のとおり，ＡＥＤにつきまして

は，届出での設置とか，届け出の義務はございません。自主的に設置されとる事

業所もあるかと思います。ただし，当消防組合が把握しております496件につき

ましては，先ほど警防課長が申しましたとおり，関連の納入業者でありますと

か，それから附属的機関でありますとか，そういうもので一応うちのほうが把握

してるということで，ホームページのほうにも記載をさせていただいておりま

す。それでも，漏れがあるかと思いますが，先ほど言いましたように，登録の義

務はございません。ただし，両市におきましては，公共機関につきましては全て

ＡＥＤが設置されていると，うちの方は把握しております。 

○議長（林高正君） 他に質疑ございますか。 

 〔３番 徳永泰臣君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 徳永議員。 

○３番（徳永泰臣君） ちょっと僕も質問をしたいと思います。 

 職員の健康診断ですが，委託業者の東広島記念病院にしていただけるというこ

とで，これは地元の病院を活用するということはできないのでしょうか。その辺

ちょっと。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 健康診断でございますが，当消防組合は１本部３消

防署７つの出張所があります。かなり広域でございます。健康診断としまして



- 11 - 

は，人間ドックに申し込むか，当消防組合でいたしました健康診断を受けていた

だくかの二者選択になります。最近は人間ドックを受ける職員がふえておりま

す，高齢化に伴いまして。その他の職員につきましては，先ほど言いました健康

診断によって，入札を行いましてしますが，残念ながら三次市内にはその入札に

参加する業者がございません。なぜかといいますと，最低でもバス２台から３台

でレントゲンでありますとか，胃の検査でありますとか，そういうものもありま

すので，県内にも３社または４社があるんですが，そういう入札を行っておっ

て，最近では今の東広島記念病院での健康診断ということになっております。約

100名足らずの職員が受けるということで，三次市と庄原市と分けて，実施して

おります。 

○３番（徳永泰臣君） わかりました。 

 〔７番 岡田美津子君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 岡田議員。 

○７番（岡田美津子君） 13ページの緊急通報システムの運用状況についてで

すけれども，誤報とか電池切れで通報が依然として多いい状況であるということ

ですけれども，これは何か対策とかは考えていらっしゃるのでしょうか。 

 〔通信指令課長（山添徳宏君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 山添通信指令課長。 

○通信指令課長（山添徳宏君） ただいまの質問にお答えさせていただきま

す。 

 現段階での対応，電池切れという通報が後を絶たないというか，そういう状態

ではあるんですが，これ両市の担当部局とも連絡をとって，一旦はこの緊急通報

システムの事業自体が市の補助事業でうちが入っているという状態なので，最初

に設置されるときに電池の交換についてはこうですっていうことを本人さんにも

伝えてあるようなんですが，なかなかそれが何年かたつとやっぱり忘れられると

いうようなことで，うちのシステムのほうに入ってくる。そこで，一応電池交換

が入ってますんで，対応のほうわかりますかねっていう状態なんですが，なかな

かわかっていただけないこともあるので，両市の担当の課のほうですね，どこど

この誰々さんのところからこういう情報が，一件入ってきているので，申しわけ

ないんですが対応してくださいということで，これ結果的なんで，事前に換える
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っていうような状態になかなかならないということなんで，一旦入った段階で自

分で換えてもらえる場合はそのようにお願いしますし，そうでない，分かりにく

いということになれば市のほうでお願いしておくというところと，あわせて一般

住宅訪問，うちの出張所の職員も，署の職員も行ったときに設置されているとこ

ろの方にはですね，さらにこういう状態ということがあるのでその辺のところの

説明をさせていただいとるのが現状で，これについて激減するということにはち

ょっとなりにくいのかなあというふうには思っております。 

○議長（林高正君） ほかに質疑ございますか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 日程第３，平成27年議案第９号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。 

 報告を求めます。 

 〔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（林高正君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程いたしました議案第

９号損害賠償の額を定めることについて御説明申し上げます。 

 本案は，三次市役所敷地内駐車場において発生しました自動車事故に係る車両

の損傷について損害賠償の額を定めるため，地方自治法第96条第１項第13号の規

定により，組合議会の議決を求めようとするものであります。 

 当該事故につきましては，平成27年９月28日，三次市十日市中二丁目８番１号

三次市役所敷地内駐車場において発生したもので，駐車していました消防ポンプ

自動車が駐車場の傾斜により前進しまして普通乗用車１台，軽乗用車１台に衝突

し，相手方車両２台のフロント部分を損傷したものであります。 

 相手方と協議を行った結果，当消防組合の過失割合100％とし，相手方普通乗

用車のフロント部分の修理代金等43万9,872円，相手方軽乗用車のフロント部分

の修理代金19万円を支払うことで示談が調ったものであります。 

 今後，なお一層職員の安全管理意識の徹底に努めてまいりますので，よろしく

御審議の上，御議決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 〔４番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 横路議員。 

○４番（横路政之君） 先ほど消防長のほうから詳細な説明がありました。こ

れは一歩間違えば人身事故，高齢者の方とか乳幼児の方がおられれば最悪の結果

になるような事故だと考えます。その再発防止のために今後は色んな事をやって

いくと。本当にそういったことで，きいとりますかね。きくというのは，締まる

のでしょうか。その辺の見解を伺いたいと思います。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 先ほど行政報告でも申しましたとおり，当然日頃の

対応，そういうものをいたしましたし，今回は私が10月，さっき言いましたよう

に，３日間消防長点検後，出張所の職員も含めて訓示をいたしました。中には今

回の事故を受けまして，年度当初，酸素ボンベの爆発事故，それと窃盗事件とい

う不祥事が続きました。そのことも含めまして職員にもう一度事故防止の再発防

止ということにきつく話をして伝えたところでございます。今後とも絶対事故を

起こさないという気持ちを，私を先頭にして職員気持ちを新たに，強く申してい

るところでございます。 

 〔４番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 横路議員。 

○４番（横路政之君） 人間ですので，うっかりというのはあるんですけれど

も，特に今年は幾つもありましたけども，特に注目されて気を引き締めてやらな

いといけない。そういった際は色々と関連する事故が起こらない様に，徹底して

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○消防長（戸田歳孝君） わかりました。 

○議長（林高正君） ほかに質疑ございますか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 
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 討論をお願いします。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 損害賠償の額を定めることについて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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，損害賠償の額を定めることについて可決することに決しました。 

 日程第４，平成27年議案第10号平成26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。 

 ただいま議題となっております議案第10号は，例年に倣い本定例会で審議しま

す。 

 ここで監査委員であります岡田美津子議員には一旦退席を願います。 

 この間しばらく休憩します。 

            午後２時３０分 休憩 

 （岡田美津子議員退席，監査委員席の設置） 

 （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（岡田美津子君），備北地区消防組合会

  計管理者（新家慶久君）入場し着席） 

            午後２時３２分 再開 

○議長（林高正君） 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（林高正君） 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

10号平成26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。 

 平成26年度の備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算につきましては，監査委

員の審査を受けその意見をいただきましたので，地方自治法第233条第３項及び

第５項の規定に基づき，監査委員の決算審査意見書及び主要施策の成果に関する
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説明書をあわせて提出し，組合議会の認定をお願いするものであります。 

 本会計の決算額は，歳入24億1,930万3,078円，歳出24億553万634円で，歳入歳

出差し引き残額は1,377万2,444円となり翌年度へ繰り越しいたしました。 

 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22億6,978万4,000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1,260万985円と合わせて22億8,258万

4,985円で，前年度と比べ１億9,514万6,685円，9.3％の増となりました。歳入全

体の94.4％であります。 

 次に，款２使用料及び手数料は228万5,550円で，前年度と比べ43万2,400円，

15.9％の減となりました。 

 次に，款３国庫支出金は1,296万円，前年度と比べ２億6,704万円，95.4％の減

となりました。 

 次に，款５財産収入は497万1,055円で，前年度と比べ69万6,816円，16.3％の

増となりました。 

 次に，款６繰越金は1,558万6,551円で，前年度と比べ410万2,988円，20.8％の

減となりました。 

 次に，款７諸収入は841万4,937円で，前年度と比べ55万503円，７％の増とな

りました。 

 次に，款８組合債は250万円で，前年度と比べ10万円，4.2％の増となりまし

た。 

 次に，款９繰入金は，職員退職手当基金繰入金9,000万円で，前年度と比べ

2,100万円，18.9％の減となりました。 

 それでは，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47万4,946円，前年度と比べ28万6,792円，37.6％

の減となりました。 

 次に，款２総務費は６億649万8,182円，前年度と比べ7,584万226円，14.3％の

増で，この主な要因は職員人件費の増であります。 

 次に，款３消防費は17億8,301万1,584円，前年度と比べ１億6,982万9,229円，

8.7％の減であり，この主な要因は工事請負費の減などであります。 

 次に，款４公債費は1,554万5,922円で，前年度と比べ8,518円，0.1％の増とな
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りました。 

 最後に，款５予備費については，充用の必要はありませんでした。 

 平成26年度の消防行政の推進に当たりましては，国内の経済状況はもとより構

成市の財政も大変厳しい状況下にあることを十分認識しまして，経費の節減と合

理化に努めながら消防力の充実強化と消防業務の円滑化を図ってまいりました。 

 なお，それぞれの事業の執行につきましては，おおむね計画いたしましたとお

り実施することができました。 

 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（林高正君） それでは，決算の内容について説明を願います。 

 〔総務課長（甲斐和彦君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 甲斐総務課長。 

○総務課長（甲斐和彦君） お許しをいただきましたので，平成26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26年度の決算

額は２ページから３ページの歳入収入済額の合計欄24億1,930万3,078円，６ペー

ジから７ページの歳出支出済額の合計欄24億553万634円，歳入歳出差し引き残額

は右下欄外の1,377万2,444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ページで御説明いたします。 

 款１分担金及び負担金の当初予算額22億6,564万5,000円，補正予算額は

5,424万9,000円の減及び平成25年度から繰越明許した7,119万円，計22億8,258万

6,000円に対し収入済額は22億8,258万4,985円で，前年度と比べ１億9,514万

6,685円の増であります。 

 そのうち項１分担金，構成市からの分担金の収入済額は22億6,978万4,000円

で，歳入総額の93.8％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は1,280万985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使用料及び手数料の当初予算額270万1,000円に対し，補正予算額70万円減
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の200万1,000円に対し収入済額は228万5,550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国庫支出金は，当初予算額1,124万1,000円，補正予算額171万9,000円の増

で，計1,296万円に対し収入済額1,296万円であります。これは，三和出張所の高

規格救急自動車の更新に伴い，緊急消防援助隊設備整備費補助金として収入した

ものであります。 

 財産収入の当初予算額501万4,000円に対し収入済額は497万1,055円で，これは

職員退職手当基金の運用利子であり，前年度より69万6,816円の増であります。 

 繰越金の収入済額1,558万6,551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718万3,000円，補正予算額44万7,000円増，計763万

円に対し収入済額は841万4,937円であります。諸収入の内訳は，備考欄記載のと

おりであります。 

 款８組合債は，当初予算額260万円，補正予算額10万円減，計250万円に対し収

入済額は250万円であります。これは，東城消防署の指揮広報車購入のためのも

のあります。 

 繰入金は，当初予算額7,000万円，補正予算額2,000円増，計9,000万円に対し

収入済額9,000万円は，職員退職手当基金からの繰入金であります。 

 以上，歳入合計額は，予算現額24億1,827万7,000円に対し，調定額24億

1,930万3,078円，収入済額24億1,930万3,078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84万5,000円に対し，支出済

額47万4,946円であります。 

 款２総務費は，当初予算額５億9,618万8,000円，補正予算額1,501万7,000円の

増，計６億1,120万5,000円に対し支出済額６億649万8,182円で，不用額470万

6,818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５億9,601万

5,000円，補正額1,501万7,000円増，予算現額６億1,103万2,000円に対し支出済

額６億639万2,444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

委員報酬で21万円，節２給料１億3,218万5,220円，節３職員手当等３億1,159万

5,070円，節４共済費4,475万5,102円の支出は本部職員31名に対する人件費で，
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その明細についてはそれぞれ17ページ，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12万400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などであります。節９旅費92万2,921円

は，緊急消防援助隊訓練など訓練や会議への出席に係る旅費などであります。節

10交際費の支出はありません。節11需用費1,197万2,075円の主なものは，19ペー

ジの備考欄，下から８項目めになりますけれども，消耗品費233万7,219円，燃料

費242万7,043円，食糧費２万7,665円，印刷製本費100万620円，光熱水費512万

6,983円，修繕料105万2,545円は，本部管理の施設や設備の修繕及び本部車両５

台の車検，点検，修繕など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723万6,619円の支

出の主なものの内訳としては，19ページの備考欄でございます，通信運搬費

507万6,440円，手数料79万7,869円，筆耕翻訳料３万5,100円，自動車損害保険料

93万9,454円，その他保険料38万7,756円は医師・救急救命士賠償責任保険料及び

建物等の損害共済保険料であります。節13委託料3,115万7,873円の内訳は，21ペ

ージの備考欄，上から４段目になりますけれども，まず財務会計・人事給与管理

システム業務委託料，職員健康診断業務委託料などの業務委託料1,156万238円で

す。次に，施設機器管理委託料1,959万7,635円の主なものは，通信指令施設保守

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。節14使

用料及び賃借料1,900万4,967円の内訳としては，21ページの備考欄でございま

す，中ほど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，その主なものでは，まず事務機器借り上げ料460万4,011円，その他の使用

料及び賃借料1,391万8,602円は，位置情報通知システム使用料，ＮＴＴ専用回線

使用料，エネルギア光回線使用料などです。 

 16ページから17ページに戻っていただきまして，節16原材料費２万5,483円，

訓練施設作成材料などの購入費であります。節18備品購入費80万7,504円は，

21ページの備考欄の下から８項目めにありますその他備品購入費で，その主なも

のは，本部職員の被服などの貸与品，防火啓発ＤＶＤです。節19負担金補助及び

交付金352万6,955円のうち21ページの備考欄で，まず負担金（補助費）265万

6,955円の主なものは，職員の短期人間ドック所属所負担金などであります。補

助金（補助費）87万円は，自主防災組織育成事業としての幼少年女性防火委員会
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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ページ，17ページに戻っていただきまして，節25積立金4,280万7,055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

3,783万6,000円及びこの基金に係る運用利子497万1,055円であります。 

 37ページをごらんください。 

 基金の総額は，計の右端，決算年度末現在高の欄，総額５億3,114万3,992円

で，そのうち有価証券は１億9,964万4,000円です。 

 16ページ，17ページに戻っていただきまして，節27公課費６万5,200円は，指

揮広報車の自動車重量税であります。これは，21ページの備考欄，下から４段目

に記載をしております。 

 次に，20ページから21ページです。 

 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10万5,738円

であります。支出の主なものは，例月現金出納検査などに伴う委員報酬でありま

す。 

 総務費の不用額の主なものは需用費139万4,925円で，これは燃料費の単価の見

込み及び実績，修繕料の実績が見込みを下回ったことによるものです。役務費の

99万9,381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，また委託料89万3,127円は，通信指令施設保守業務の入札実績によるもの

であります。 

 続いて，22ページから23ページであります。 

 款３消防費でありますが，当初予算額17億5,117万3,000円，補正予算額

3,228万3,000円の減，繰越明許した7,119万円，計17億9,008万円に対し支出済額

17億8,301万1,584円で，不用額706万8,416円であります。 

 項１，目１，３段目の消防費は，当初予算額14億1,037万9,000円，補正予算額

2,846万5,000円の減，計13億8,191万4,000円に対し支出済額は13億7,485万

3,844円で，不用額は706万156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ページ備考欄の本部管理経費（職員人件費），25ページ備考欄，上

から２段目の本部管理経費（一般管理経費），下から３段目の三次消防署管理経

費，27ページ備考欄，下から５段目の庄原消防署管理経費，29ページ備考欄，下

から７段目の東城消防署管理経費についてそれぞれ細節ごとの執行額を記載して
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おりますが，このそれぞれの管理経費を合計した金額が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ページ，23ページに戻っていただきまして，節２給料６億

3,404万2,980円，節３職員手当等３億9,372万7,029円，節４共済費２億1,284万

8,410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

済費であります。節８報償費の７万5,042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あります。節９旅費430万3,587円は，教育研修

や各種会議に出席したものであり，昨年８月の広島市土砂災害へ派遣した延べ

102名分の旅費もこの費目から支出しております。節11需用費4,122万9,224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１段目，消耗品費からでありますが，消耗品費は

車両維持物品，バッテリーなどでございますけれども，車両維持物品，救急用品

などの消耗品の購入です。燃料費は消防車両及び庁舎冷暖房への燃料費でござい

ます。食糧費は来客用のお茶などです。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など，また事務用機器や消防資機材などの

修繕料であります。 

 なお，庄原・東城消防署においても同様でございます。 

 節12役務費299万9,183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であります。節13委託料108万5,088円の主なものは，三次・

庄原消防署はしご車通常保守点検，４出張所の浄化槽保守点検管理委託料，庄原

消防署電気工作物などの保守点検委託料であります。節14使用料及び賃借料

284万799円は，各消防署・各出張所職員177名分の寝具の借り上げ料などで，

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

しております借り上げ料のとおりでございます。節16原材料費10万6,637円の主

なものは，訓練用施設作成の資材費であります。節17公有財産購入費は14万

7,328円で，これは三次消防署誘導灯取りかえのためのもの，甲奴出張所照明器

具取りかえのためのもの，高野出張所畳を取りかえたものであります。節18備品

購入費7,616万7,842円は，まず25ページ備考欄の機械器具費6,658万4,852円で，

口和出張所消防ポンプ自動車などの購入費であります。その他備品購入費は本部
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管理経費789万4,346円で，職員への貸与品です。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ページ，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

409万7,595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あります。

節27公課費118万3,100円は，各消防署管理経費にあります消防自動車，救急自動

車などの車検に伴う自動車重量税26台分であります。 

 続いて，30ページから31ページになりますが，30ページにあります目２消防施

設費は，当初予算額３億4,079万4,000円，補正予算額381万8,000円の減，繰越明

許した7,119万円，計４億816万6,000円に対しまして支出済額４億815万7,740円

であります。平成25年度からの繰越額7,119万円は，消防救急デジタル無線施設

整備の工事費などであります。この消防施設費のうち，節11需用費125万2,800円

の内容は，作木出張所のひさしの工事，三和出張所の外壁の修繕であります。節

13委託料418万9,500円は，消防救急デジタル無線設備整備事業の施工管理を業務

委託したものであります。節15工事請負費は４億271万5,440円で，消防救急デジ

タル無線施設整備工事に係る工事費は平成25年度からの繰越明許費工事分

7,119万円，平成26年度工事分３億51万円です。その他の工事として，本部空調

工事2,883万6,000円，庄原消防署機械室改修工事119万8,800円などです。消防費

の不用額の主なものは，23ページになりますけども，災害時対応の時間外・休日

勤務出動実績による職員手当等241万5,971円で，需用費231万776円は修繕料の実

績が見込み額を下回ったためであり，役務費の81万817円は本部管理経費の手数

料の実績が見込みを下回ったことによるものです。また，備品購入費72万

8,158円は，新規採用予定者が３名少なくなったことにより貸与被服等の不用が

生じたためであります。 

 次に，30ページから31ページの款４公債費でありますが，当初予算額1,567万

9,000円，補正予算額３万2,000円の減で，計1,564万7,000円に対しまして支出済

額は1,554万5,922円であります。このうち目１元金1,330万7,850円の支出は，平

成７年度から平成22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

ございます。 

 目２利子の223万8,072円は，これらの長期債に係る償還利子であります。 
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 款５予備費，予算現額50万円で執行額はありません。 

 以上，歳出合計額は，一番下の欄でありますが，予算現額24億1,827万7,000円

に対し支出済額24億553万634円，不用額1,274万6,366円であります。したがいま

して，３ページの収入済額24億1,930万3,078円，６ページの支出済額24億553万

634円，７ページの歳入歳出差し引き残額1,377万2,444円を翌年度へ繰り越して

おります。 

 以上，平成26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，認定くださいますようお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（林高正君） 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），から挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 田邊監査委員。 

○監査委員（田邊宣昭君） 代表監査委員の田邊でございます。 

 お許しをいただきましたので，監査委員両人を代表いたしまして私のほうより

平成26年度備北地区消防組合の決算審査の結果につい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26年度備北地区消防組合一般会計の決算及び

附属資料につきまして岡田監査委員とともに慎重に審査いたしました結果，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

ることを認めました。 

 それでは，審査の概要について御報告を申し上げます。 

 先ほど来ありますように，当年度の決算でありますけども，予算額24億

1,827万7,000円に対しまして，決算額は歳入総額が24億1,930万3,078円で，予算

に対して102万6,078円の増となっております。一方，歳出総額は24億553万634円

で，予算に対する執行率は99.5％であります。歳入歳出差し引き残額1,377万

2,444円を翌年度へ繰り越す決算となっております。前年度と比較しまして，歳

入は9,608万1,384円，歳出は9,426万7,277円，いずれも減少しております。 

 その他詳細な計数につきましては，意見書にまとめておりますので省略をさせ

ていただきます。 



- 23 - 

 事業の執行に当たっては厳しい財政状況ではありますが，時代の要望に応えた

消防体制，救急活動体制を整えられていることが認められます。 

 平成24年度から進められておりました消防救急デジタル無線設備整備事業が完

了し，平成27年４月１日から運用開始されました。デジタル無線システムの運用

により通信エリアが拡大されるとともに，無線統制が高度化され，消防防災体制

の充実が図られました。 

 警防体制におかれましても，年間を通じてさまざまな訓練を行われ，技術大会

への積極的な出場をされるなど，消防技術の習得，災害対応能力の向上のために

鋭意努力されていることを高く評価するものでございます。 

 次に，消防活動につきましては，火災の発生件数，出火率ともに前年度を下回

っております。これは平素からの地道な防火啓発活動の成果であると推察するも

のであります。 

 救助出場件数は前年と比べて26件増加し，救助出動件数は前年度と比べて７件

減少しております。 

 人口減少や高齢者世帯の増加により消防・救急の需要は拡大していくものと思

われます。今後も住民の生命と財産を守るため，予防査察の実施，救助体制の充

実強化を図られるよう望むものでございます。 

 昨年の広島市の土砂災害，ことしの９月の鬼怒川や渋井川の堤防の決壊による

水害など各地において大規模災害が多発しております。今後より一層職員の危機

対処能力の向上を図られ，的確で迅速な対応がとられるよう体制を整備されるこ

とを期待しております。 

 また，各事業の執行に当たりましては，必要性と緊急性を十分に精査され，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いただく

よう要望いたします。 

 終わりになりましたけども，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26年度備北地区消防組合の決算審査の報告にかえ

させていただきます。 

 以上です。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
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 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 討論をお願いします。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 田邊監査委員，岡田監査委員，新家会計管理者，ありがとうございました。退

席を願います。 

 （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（岡田美津子君），備北地区消防組合会

計管理者（新家慶久君）退室） 

○議長（林高正君） お諮りいたします。 

 平成26年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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，平成26年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

とに決しました。 

 それでは，岡田議員の入場をお願いします。 

 （岡田美津子議員自席へ） 

○議長（林高正君） 以上で本定例会に提出された付議事件は終了いたしまし

た。 

 これにて平成27年備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様お疲れさまでした。 

            午後３時１０分 閉会 
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