
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年５月 
 

 

 

臨時会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

備北地区消防組合 



- 1 - 

平成３０年５月２８日備北地区消防組合議会臨時会を開会した。 

 

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 坂田 哲也  予防課長 石田 英二 

 警防課長 野崎 浩昭  通信指令課長 谷川 真澄  三次署長 湧田 勝則 

 庄原署長 山添 徳宏  東城署長 板倉 恒憲 

 

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。 

 総務課経理係長 佐々木光昭   総務課庶務係長 中岡 紳 

 

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 

第３ 議案第６号 
動産の買入れについて（消防ポンプ自動車

２台） 
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第４ 議案第７号 
動産の買入れについて（三次消防署甲奴出

張所無線基地局設備） 

 

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） 失礼いたします。 

 定刻より少し早いですけれども，皆さんおそろいのようでございますので，始

めさせていただければと思います。 

 本日は何かと御多忙のところ御出席を賜り，誠にありがとうございます。 

 本日の議会の出席議員数は16名全員であります。 

 ただいまから平成30年備北地区消防組合議会臨時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条の規定により，署名者は藤井議員及び田部議員を指名いたしま

す。 

 暑いようでしたら，上着のほうは脱いでいただいても構いませんので，よろし

くお願いいたします。 

 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。 

 本臨時会の会期は，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） 皆様おはようございます。 

 本日，平成30年備北地区消防組合議会臨時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何かと御多忙の中，御出席を賜り，厚く御礼を申し上げ

ます。 

 また，当消防組合の運営につきましては，議員の皆様の御理解と御協力により
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順調に業務を推進しているところであり，心から御礼を申し上げる次第でござい

ます。 

 さて，本年度は，昭和23年に消防組織法が施行され，今日の自治体消防制度が

確立して70周年の節目の年を迎えます。先人の努力の積み重ねにより確立した常

備消防は，地域住民の生命，身体及び財産を守ることはもちろんのこと，地域の

安心・安全な生活環境の保持のために欠かすことのできない大きな役割を果たし

ております。当消防組合といたしましては，社会情勢に応じた消防防災体制の充

実強化を図りながら，地域住民の安心・安全の確保に努めてきたところでありま

す。 

 また，昨年７月に発生した九州北部豪雨を初め，大雨等による自然災害が各地

で頻発し，近年の災害形態は，今までの常識を覆す気象状況から災害が起き，大

規模化してきております。当管内では，幸いにも大規模な火災は発生しておりま

せんが，広島県内においては，尾道市における商店街火災や広島駅付近，通称エ

キニシでの密集地火災など，大規模な火災が発生しております。今後，ますます

防災・減災に対する地域住民の関心が高まっていく中，大規模化する災害や火

災，事故など，あらゆる事態への活動，対応が求められ，その備えが必要となっ

てきております。 

 当消防組合では，器具の愛護や経費節減に努めるとともに，限られた貴重な財

源を有効に活用し，引き続き地域住民の安心・安全の確保のため，各種事業に取

り組んでまいる所存であります。 

 本日は，消防ポンプ自動車及び三次消防署甲奴出張所無線基地局設備に係る動

産の買い入れの議案を提案することとしております。 

 また，主要地方道吉舎油木線道路改良工事に伴う移転事業であります三次消防

署甲奴出張所新庁舎建設工事の詳細は，後ほど消防長より報告させますが，５月

30日付で契約を予定し，移転には万全を尽くす所存でございます。 

 また，管内災害状況など，消防行政の詳細につきましても，後ほど消防長より

説明を申し上げます。 

 それでは，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，管

理者としての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） 日程第２，行政報告を行います。 
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 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） 失礼します。 

 お許しをいただきましたので，今年に入りましての災害状況，また今年度にお

ける消防行政の執行状況について御説明させていただきます。 

 それでは，昨日までの災害の発生状況を報告させていただきます。 

 まず，火災発生状況につきましては，お配りいたしておりますＡ４の資料をご

覧ください。 

 管内の火災発生状況につきましては，今年に入りまして昨日までに41件発生

し，昨年同期の35件に比較しますと６件多く発生し，１名の方が建物火災でお亡

くなりになり，２名の方がその他の火災などの初期消火活動中に負傷されておら

れます。 

 市別の火災発生状況は，三次市が22件，庄原市が19件であります。 

 なお，火災件数の８割弱を占めております林野火災，その他の火災は，依然と

して多く発生しております。特に今年に限りましては，３月初めから雨が降らな

い日が続いたことで，畔焼き，刈り草焼きなどによる林野，その他の火災が多発

いたしました。当消防組合では，両市消防団とも連携し，車両による火災予防広

報，両市の御協力をいただきながら，各支所等からの火災予防広報等を徹底して

おりましたが，火災の発生はおさまらず，庄原市の火災多発警報発令後に備北地

区消防組合としましても火災多発警報を４月２日付で発令させていただき，中国

新聞等で住民の方に周知したところでございます。来年の春先には，さらに徹底

した火災予防広報や住宅防火訪問の機会を増やし，住民の方に林野，その他の火

災の未然防止を強く訴えてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に，救急・救助の出場状況についてでございます。 

 救急につきましては，昨日現在1,777件出場し，1,702名の方を搬送しており，

昨年同期に比較しまして出場件数で58件，搬送人員で50名増加しておる状況でご

ざいます。 

 救助につきましては，昨日現在19件出動し，８名の方を救助しております。 

 また，高速道路への出動状況でございますが，中国自動車道及び尾道松江道に
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16件出場し，内訳につきましては，中国自動車道５件，尾道松江道11件，交通事

故での出動が14件，急病で２件という状況でございまして，13名の方を病院搬送

をいたしております。 

 次に，ドクターヘリの活用状況ですが，備北地区消防組合管内には，広島県，

島根県，そして今年３月26日に運航を開始いたしました鳥取県のドクターヘリが

飛来しております。ドクターヘリの要請件数は20件で，内訳につきましては，広

島県が13件，島根県が６件，鳥取県が１件でございます。 

 次に，消防施設の整備についてでございます。 

 本日の議案へも上程させていただいておりますが，まず消防車両の更新でござ

います。 

 今年度につきましては，三次消防署及び三次消防署作木出張所のポンプ車２台

の更新事業は，５社指名いたしまして，２社辞退，最終的に３社で，去る４月

25日に指名競争入札を行い，株式会社三葉ポンプ様が落札され，税込み6,372万

円で仮契約に至っております。その予定価格が2,000万円以上の動産の買い入れ

となっておりますので，本臨時会へ付すべき財産の取得議案として御審議をお願

いいたしておるところでございます。 

 この２台のポンプ車につきましては，若干の積載品が異なりますが，車両自体

の仕様はほぼ同一でありまして，水を600リットル積載し，泡放水もできる消防

車で，水利のない山間部，高速道路での火災に威力を発揮するものと確信いたし

ております。 

 また，２台のポンプ車につきましては，当初予算におきまして，一般財源での

買い入れとしておりましたが，三次消防署分のポンプ車を緊急消防援助隊消火部

隊に登録することで，緊急消防援助隊施設整備費補助金が受けられることとなり

ました。補助基準額2,052万2,000円，補助率２分の１ということでございまし

て，国庫補助金1,026万1,000円を受けられることとなっております。この件につ

きましては，12月開催予定の組合議会定例会におきまして，財源の振替を行いま

すとともに，両市分担金の減額等補正予算案として上程させていただく予定でご

ざいますので，組合議員の皆様方には御了承，御承知おきいただければと思いま

す。 

 また，本日の上程案件ではございませんが，三次消防署口和出張所の高規格救
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急自動車の更新でございます。 

 高規格救急自動車の車体及び資機材につきましては，それぞれ４社指名いたし

まして，６月11日の入札執行待ちであります。そして，今年中の納入配備を予定

しているところでございます。 

 今後も，車両更新計画に基づきまして，消防車，救急車とも順次更新していく

予定でございます。 

 次に，三次消防署甲奴出張所新庁舎建設工事についてでございます。 

 御承知のとおり，県道吉舎油木線の道路改良事業により現在の場所から三次市

役所甲奴支所西隣に移転することとなり，今年中に建設を行い，来年早々新庁舎

での業務を開始することといたしております。 

 この建設工事につきましては，５月25日に４社が応札され，執行いたしました

一般競争入札により，株式会社加藤組さんが税込み9,687万6,000円で落札され，

５月30日付で契約を締結させていただくこととしております。移転につきまして

は，万全を尽くす所存でございます。 

 また，三次消防署甲奴出張所におきましては，甲奴町をカバーいたしますデジ

タル無線の基地局がございます。デジタル無線の電波を停止せず，業務に支障を

来さず基地局を設置するためには，新庁舎に新たに新設することが必要となり，

甲奴出張所新庁舎建設工事にあわせて行うこととしております。このため，三次

消防署甲奴出張所無線基地局の設備につきましては，平成24年度から26年度にか

け行った消防・救急デジタル無線設備整備事業の請負業者でありますＮＥＣネッ

ツエスアイ株式会社中国支店と随意契約により去る５月17日，税込み2,872万

8,000円で仮契約を取り交わしているところでございます。 

 随意契約の理由につきましては，現在稼働中の消防指令施設と先ほど申しまし

た消防・救急デジタル無線設備を連携させる接続部，いわゆるインターフェース

の部分ですが，メーカーの独自仕様があり，他のメーカーが介在した場合，使用

できない機能や，また全無線機に新たな設定をする必要が出たり，費用も相当膨

らんでまいります。さらに，現行では，無線の障害につきまして，システムの監

視装置により一元管理しており，障害発生時の早期の対応が可能となっておりま

す。他のメーカーが介在しますと障害原因の分析に長時間を要し，災害対応に遅

れが生じる危険が出てまいります。このため，現行の無線設備の機能を維持する



- 8 - 

ためには，備北地区消防組合の無線システムを構築し，そのシステムを熟知して

おりますＮＥＣネッツエスアイ株式会社，他のメーカーでは不可能ということで

の随意契約とさせていただきましたこと，御理解賜ればと思います。 

 また，このうち動産でもあります無線設備につきましては，税込み2,018万

5,200円となりますことから，本日の臨時会におきまして，動産の買い入れとい

うことで上程をさせていただいております。御審議をお願いしておりますので，

何とぞよろしくお願いいたします。 

 次に，職員体制でございます。 

 本年４月に採用しました11名の職員のうち５名は，４月９日から約４カ月間の

予定で広島県消防学校の初任教育課程に入校し，現在元気で研修を受けておりま

す。残り６名は，三次消防署及び庄原消防署に配属し，他の消防本部から採用い

たしました１名の職員を除きました５名につきましては，８月17日からの後期初

任教育課程に備えて現場研修を実施しております。 

 次に，救急救命士の養成につきまして，昨年度北九州市にあります救急救命九

州研修所で研修した２名が３月に実施されました国家試験に合格し，４月に救急

救命士としての登録が完了，本日より約１カ月間三次中央病院におきまして病院

実習を行うこととなっております。 

 したがいまして，現在救急救命士の有資格者は46名で，３消防署７出張所の現

場へ配置しておる救急救命士は44名であります。また，今年度の救急救命士の養

成は，来年の有資格者の退職などを考慮しまして，３名を計画し，９月から７カ

月間，北九州市にあります救急救命九州研修所におきまして研修予定でございま

す。 

 救急需要の増大と救急処置の高度化が叫ばれる中，住民の皆様の要望に応えら

れるよう，救急業務の取り組みを図ってまいります。 

 次に，今後予定しております主な行事と訓練ですが，７月18日には岡山市で中

国地区消防救助技術指導会が開催されます。中国地区大会出場に向けて，各署所

とも救助訓練に取り組んでおります。 

 そして，10月20，21日の両日，愛媛県宇和島市で開催されます中国四国ブロッ

ク緊急消防援助隊合同訓練には，当組合から救助部隊，救急部隊，後方支援部隊

の３隊10名が参加する予定となっております。この訓練は，大規模災害が発生し
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た際，防災関係機関及び緊急消防援助隊相互の連携強化を図ることを目的に実施

されるものであります。 

 そのほか，各消防署，出張所管内におきまして，消防団，自主防災組織，地域

の皆さんと連携し，各種災害を想定した訓練を実施し，防災意識の高揚，災害時

の連携の強化を図ることといたしております。 

 また，計画的に防火対象物や危険物，高圧ガス，火薬などの施設にも立入検査

を行い，さらには一般住宅の防火訪問を実施し，火災発生の未然防止を図ってい

く所存でございます。 

 最後に，昨年の12月開催されました組合議会定例会におきまして，ドローンの

活用について質問がございました。いろいろと検証し，検討いたしますとお答え

をさせていただきましたが，その後ドローン保有の業者さんと山岳救助，雪山救

助，林野火災など各種訓練時に検証をさせていただきました。さらに，今後水難

救助訓練等に検証させていただければと思っておるところでございます。 

 終わりに，構成市の緊迫した財政事情を踏まえ，経費の節減，機械器具への愛

護，そして事故防止を心がけ，今後も訓練を積み重ね，住民の皆様の安心・安全

確保のため，職員一丸となって職務に邁進する所存でございます。 

 引き続き，御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げまして，行政報告と

させていただきます。本日はよろしくお願いします。 

○議長（杉原利明君） 行政報告について質疑が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。 

 続いて，日程第３，平成30年議案第６号動産の買入れ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６

号の議案１件について御説明申し上げます。 

 議案第６号動産の買入れについては，三次消防署及び三次消防署作木出張所に

配置しております消防ポンプ自動車を更新しようとするもので，三次消防署で配
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備しております消防ポンプ自動車は，購入後18年を経過，また三次消防署作木出

張所の消防ポンプ自動車は19年を経過しており，いずれも出動件数が多く，老朽

化が著しいことから，更新しようとするものであります。 

 去る４月25日に３社で入札を執行しました結果，6,372万円で株式会社三葉ポ

ンプが落札し，４月27日に仮契約を行いました。よって，議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により，組合議会の議決

を求めようとするものであります。 

 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） 質疑がある方の発言を求めます。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） 先ほど消防長の行政報告の中で，費用等の概略について

説明がございましたが，１点だけ確認をさせていただきたいと思います。 

 今回購入のこの消防ポンプ自動車の水槽の仕様について，先ほど600リッター

という報告があったと思うんですが，水タンクが28年度購入分のときには

1,300リッターと伺っておりますし，泡の原液タンクが250リッターが２槽という

ことで伺っておりますけども，それに対して今回のものがどのような仕様になっ

ているのか，お伺いしたいと思います。 

 〔警防課長（野崎浩昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 野崎警防課長。 

○警防課長（野崎浩昭君） 失礼いたします。 

 28年度のポンプ自動車は化学車と言いまして，三次消防署に配備しており，少

し大きい型になります。ポンプ車は，出張所に配備しており，600リットルの水

槽を使っております。昨年度，ほかの出張所に配備した車両と同じ600リットル

のタンクに薬液をまぜて泡にするという仕様です。 

 やっぱり1,300リットルというのは大きく，化学車という仕様です。よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） よろしいですか。 
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○８番（新家良和君） はい。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

 〔２番 田部道男君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 田部議員。 

○２番（田部道男君） 先ほどの説明と関連して，聞けばよかったんだと思いま

すが，これ２台ということで，6,372万円余は全く同じ仕様のものを２台という

ことで，１台当たりはこの半分の値段で，２分の１で全くいいのか，それぞれ仕

様が違うというか，艤装が違うのかということと。 

 防災関連で2,000万円余りの補助対象になった点，聞きましたが，１台につい

てだろう思いますが，補助基準がえらい少ないような気がするんですが，そこら

辺の経緯がわかれば教えてください。 

 〔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） 失礼します。 

 まず，この今回導入します２台のポンプ車につきましては，仕様は全く同じで

ございます。 

 また，三次消防署へ置く車両の資機材，また作木出張所へ置きます積載分の資

機材につきまして，若干その地域によって違いますので，若干の金額的には違う

と思いますけれど，ほぼ一緒でございます。 

 また，緊急消防援助隊の補助基準額についてでございますが，この基準額につ

きましては，緊急消防援助隊施設整備費補助金要綱に載っておりまして，

2,000万円の基準額ということになっております。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） よろしいですか。 

 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，これにて質疑を終結いたします。 

 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。 
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 これにて討論を終結いたします。 

 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ございませんか。 

            〔「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号動産の買入れについては原案のとおり可決いたしました。 

 日程第４，平成30年議案第７号動産の買入れ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

号の議案１件について御説明申し上げます。 

 議案第７号動産の買い入れについては，三次消防署甲奴出張所移転に伴い，併

設の甲奴無線基地局の移転も必要となり，移転に際し現基地局の無線エリアを確

保するとともに，消防救急無線の停波による消防業務の停滞を防止するため，無

線基地局設備の新設整備等を行おうとするものであります。 

 去る５月17日に，2,872万8,000円でＮＥＣネッツエスアイ株式会社中国支店と

仮契約を行いました。なお，契約の方法は，地方自治法施行令第167条の２第１

項第２号による随意契約であります。 

 よって，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により，組合議会の議決を求めようとするものであります。 

 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） 質疑がある方の発言を求めます。 

 〔14番 赤木忠德君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 赤木議員。 

○14番（赤木忠德君） この件につきましては，道路移転ということになってお

ります。基本的には，この無線基地を移動するということが不可能なということ

になれば，やはり補償対応になるんではないかという思いがしてますが，その経

緯はどのようになってるのか，お伺いしたいと思います。 
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 〔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） 失礼します。 

 今回道路改良工事ということでございまして，甲奴出張所が先ほど申しました

とおり，三次市役所甲奴支所の西隣に移転いたします。これにつきましては，以

前の議会でも御説明したと思いますけれど，広島県のほうから補償費が入るとい

うことで，それも含めての工事ということでございます。 

○議長（杉原利明君） よろしいです。 

○14番（赤木忠德君） はい。 

○議長（杉原利明君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） いいです，同じなら。 

○議長（杉原利明君） よろしいですか。 

○８番（新家良和君） はい。 

○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，質疑を終結をいたします。 

 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。 

 これにて討論を終結いたします。 

 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号動産の買入れについては原案のとおり可決いたしました。 

 以上で本臨時会に提出された付議案件は終了いたしました。 

 これにて平成30年備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            午前10時27分 閉会 
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