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平成２７年３月２６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。  

   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  １０番 田中 五郎  

１１番 杉原 利明 １２番 須山 敏夫  １３番 福岡 誠志  

１４番 大森 俊和（議長）１５番 垣内 秀孝（副議長）  

１６番 竹原 孝剛  

以上 １５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  錦織  康雄   通信指令課長  久保井正司   三次署長  玉岡   秀利  

 庄原署長  兒山  繁樹 東城署長  山田 英治    

以上 １１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 杉谷 直紀  

 

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  
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第２   行政報告  

第３  議案第１号  
備北地区消防組合手数料条例の一部を改正する条

例案について  

第４  議案第２号  備北地区消防組合行政手続条例案について  

第５  議案第３号  
平成２６年度備北地区消防組合一般会計補正予算

案について  

第６  議案第４号  
平成２７年度備北地区消防組合一般会計予算案に

ついて  

 

５ 議事の状況は，次のとおりである。 

       議会開会時間：１０時００分 

 

議長    「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数は１５名であります。 

五島議員から遅刻する旨の申出がありました。 

したがいまして ,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。 

      ただ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条の規程によって，署名

者は，澤井議員及び政野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  「議長」 
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議長    「管理者 三次市長」 

  

管理者 

三次市長  「本日，備北地区消防組合議会定例会を招集いたしまし  

たところ，議員各位におかれましては，年度末でもあり，  

何かと御多用の中，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，議員各位の御支援  

と御協力により，本年度も事業を順調に推進したところで  

あり，心からお礼を申し上げる次第であります。  

さて，３月といえば４年前の３月１１日に東日本大震災  

が発生した月であります。発生から４年経過した今なお，  

行方不明の方，復興が進まず仮設住宅での暮らしを余儀な  

くされている方などが多数おられます。  

新聞やテレビなどで追悼式の様子を拝見し，自然災害を  

はじめ，あらゆる災害から住民の安全と安心を守るための  

使命感を痛感したところであります。改めまして尊い命を  

亡くされました方の御冥福をお祈りいたしますとともに，  

御家族，御親族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。  

また，被災された方や避難生活を余儀なくされておられま  

す方々に心から御見舞いを申し上げます。  

昨年の災害を振り返ってみますと，去る８月６日に県北  

で発生した豪雨災害，８月２０日広島市北部で発生した集  

中豪雨による土石流災害，９月２７日には御嶽山の噴火災  

害，１１月２２日に長野県白馬村（はくばむら）を震源と  

して発生した地震などで，多くの犠牲者と被害がありまし  

た。  

近年の災害は，大規模化，複雑多様化しており，改めて  

消防の責務の大きさと災害対応力強化の重要性を認識する  

とともに，住民の生命・身体及び財産を守るために着実に  
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消防防災体制の強化を図る必要性を再認識したところであ  

ります。  

議員の皆さまに御心配いただきました，消防救急無線の  

デジタル化へ向けた活動波に係る施設整備が完了しました。 

これにより，通信エリアを拡大することができ，着実に消  

防力強化に努めております。  

平成２７年度においても，高規格救急車などの車両等の  

整備により消防力の充実・強化を図るとともに，引き続き，  

災害の未然防止に向けた火災調査・予防指導の徹底に努め  

ます。なお，消防行政の詳細につきましては，消防長から  

御説明を申し上げます。  

本日は，平成２６年度備北地区消防組合一般会計補正予  

算案及び平成２７年度の一般会計予算案の議案など４件を  

提案することとしております。  

厳しい財政状況であることを踏まえ，事業実施にあたっ  

ては，最小の経費で最大の効果が上がるよう予算調整を行  

い，本定例会へ提出したところであります。  

よろしく御審議のうえ，御議決いただきますようお願い  

申し上げ，挨拶といたします。」 

 

議長    「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」との声あり） 

 

議長    「異議なしと認めます。 

      よって，会期は本日１日間と決定しました。 

      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   「議長」 

 

議長    「戸田消防長」 

 

消防長   「お許しをいただきましたので，お手元の行政報告資料 

に基づきまして，御報告申し上げます。 

それでは，１ページから１２ページの，平成２６年中の 

災害出動状況及び通信指令センターの運用状況から，御説 

明いたします。 

まず，１ページから３ページの，火災発生状況につきま 

しては，平成２６年中に６７件の火災が発生しております。 

亡くなられた方が４名，負傷された方が７名です。前年に 

比較して，火災件数で１４件減少しましたが，建物火災は 

前年の２１件から１０件増加し３１件で，死者も２名増加 

いたしました。また，これに伴い損害額も増加しておりま 

す。 

建物火災の出火原因につきましては，ストーブ,取灰によ 

るものが上位を占めています。これは，電気ストーブの付 

近で洗濯物を乾燥したり，暖房用の炭や豆炭などの残り火 

の処理が，確実に行われていなかったものであります。 

住宅防火訪問や消防団及び地域の自治防災組織などの協 

力を得て，積極的に火災予防の注意喚起を実施してまいる

所存であります。 

       次に４ページからは，平成２６年中の救急出場状況であ 

ります。総出場件数は４，２１４件で，前年に比較します 

と４４件減少しております。 

搬送人員は４，０２０名で，中でも６５歳以上の高齢者 
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の搬送割合が，全体の６８．５パーセントを占めておりま 

す。 

平成２２年から，救急出場件数は４，０００件を超えて 

おります。これから数年は，高齢者率が上昇することから, 

救急件数は横ばいと予測しております。なお，今年度の車 

両更新事業であります，三和出張所の高規格救急自動車は， 

１月２３日配備いたしました。この救急車の更新は，緊急 

消防援助隊設備整備事業の国庫補助金１，２９６万円を受 

けており，平成２７年度に緊急消防援助隊の車両に登録す 

る予定であります。なお，現在，緊急消防援助隊に救急車・ 

ポンプ車・救助工作車・資機材搬送車の４台を登録してい 

ます。 

             ５ページは，救急隊員の行った応急処置等の実施状況で 

あります。１２７名の心肺停止患者のうち，９１名に救急 

救命士が救命処置を実施いたしましたが，残念ながら生存 

して退院された方は，おられませんでした。 

       続いて，７ページの高速道などへの救急出場状況は，中

国自動車道に２５件，尾道松江自動車道には７件出動して

います。ともに，幸い大きな事故は発生しておりません。 

 そして，ドクターヘリの活動状況でありますが，広島県 

ドクターヘリが２３件，島根県ドクターヘリが８件の，合 

計３１件であります。内訳は，三次市が１５件，庄原市が 

１６件であります。また，ドクターヘリ要請に伴う，離発 

着場への飛散防止の散水及び危険防止の警戒出動に，５９ 

隊の消防隊などが出動しております。 

       次に，８ページ・９ページは，救助出動状況であります。 

出動件数は７５件で前年に比較して，５件減少しておりま 

す。内訳は，交通事故が最も多く５２件で，実際に救助活 

動を伴った出動は３４件で，６５名の方を救助しておりま 

す。救助人員の６５名の中には，昨年７月庄原市本村町の 
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葦嶽山で遭難し，救助した２６名が含まれています。 

       １０ページは，救命講習実施状況であります。昨年 1 年 

間で，延べ５，９０２名の方が，応急手当に関する講習を 

受講され，ＡＥＤを用いた救命技術などを習得されており 

ます。特に，近年は消防団員及び中学生などの学生が多く 

受講されています。 

       次に１１ページからは，通信指令センターの運用状況で 

あります。 

       第 1 表のとおり，１１９番通報の受信総数は６，１２９ 

件で，昨年に比較して４８９件減少しております。１２ペ 

ージの緊急通報システムの受信状況は，総受信件数は１， 

９６８件で，８４件の救急要請があり，出場しております。 

             福祉ファクシミリは，昨年末現在１４世帯の加入があり， 

昨年は受信がありませんでした。 

また，平成２４年５月１日から聴覚や言語に障害のある 

方が，携帯電話のメール機能を利用したメール１１９番通 

報システムを運用しており，昨年末現在４名が加入されて 

おりますが，救急などの受信はありません。 

       昨年の１２月組合定例会で，岡田議員から御質問のあり 

ました，福祉ファクシミリ及び電子メールを利用しての１ 

１９番通報については，１月７日三次市・庄原市の社会福 

祉課障害者福祉係の担当者に，説明し協議しております。 

また，杉原議員から御質問のありました，１１９番の利 

用方法についての市民の皆様への周知は，両市の２月号の 

広報紙に掲載いただきました。また，２月に発行いたしま 

した備北消防だよりに，先程の福祉ファクシミリ及び電子 

メールを利用しての，１１９番通報とともに，正しい利用 

方法と，１１９番の通報要領を掲載し，各戸に配布いたし 

ました。 

続きまして，１３ページから１４ページは，平成２７年 
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春季全国火災予防運動の実施結果であります。事業所・地 

域・消防団と合同の消防訓練や防火パレードの実施。また， 

住宅防火訪問，バスなどの車両の特別査察を実施しており 

ます。その他の広報活動として，防火教室の開催，広報誌 

の発行など，火災予防と消防活動のアピールをしたところ 

でございます。 

１５ページ・１６ページは，管内の文化財等を対象にし 

た想定訓練及び査察の実施状況であります。毎年１月２６ 

日を文化財防火デーと定めて，全国的に文化財防火運動を 

展開いたしております。査察結果につきましては，全ての 

対象物が適正に維持されておりました。 

       続きまして，１７ページ・１８ページの，平成２７年度 

      の主要事業案について概要を，御説明申し上げます。 

まず，消防体制の整備であります。車両・施設・装備の 

整備につきましては，三次消防署と作木出張所の高規格救 

急自動車の更新，そして，庄原消防署のはしご車のオーバ 

ーホールを計画しております。 

更新しようとする三次消防署の高規格救急自動車は，平 

成８年式で，すでに２５万５千キロを走行しております。 

また，作木出張所の高規格救急自動車は，平成１４年式で 

やはり２５万２千キロを走行しています。いずれの車両も 

更新計画の，年数または走行距離をオーバーしております。 

先程申しましたとおり，救急出動は４千件を超えニーズは 

益々高まっております。 

庄原消防署のはしご車は平成８年式で，オーバーホール 

は，平成１７年・平成２２年に続き，はしごの安全性を維 

持するため，３回目のオーバーホールを行うものでありま 

す。 

       続いて，消防技術の充実・強化についてであります。警 

防体制につきましては，消防技術大会の開催や，あらゆる 
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災害を想定しての各種訓練を実施し，実践能力の向上及び 

新職員や若手職員に対して，警防技術の伝承を行い組織の 

底上げを図ります。 

 救急体制につきましては，現在，救急救命士５３名の内， 

４４名を現場に配置しています。今年度，東京の救急救命 

士養成所に入所していました職員１名は，今月８日に国家 

試験を受験し，今月３１日の合格発表を待っております。 

２７年度は，２名を九州の救急救命士養成所に入所予定で 

あります。 

今後につきましては，救急救命士の有資格者の退職が始 

まりましたので，その退職を補う救命士の養成を行いなが 

ら，体制を維持していく計画でございます。また，一般救 

急隊員の再教育や救急救命士への，薬剤投与や気管内挿管 

などの，高度な救命処置を引き続いて研修してまいります。 

       救助体制につきましては，三次消防署と庄原消防署の救 

助資機材を活用した技術の習得，また全国消防救助技術指 

導会出場を目指して，救助技術・気力・体力の錬磨に励み 

ます。 

また，２２日に全線開通した尾道松江自動車道は，利用 

者が増えることが見込まれることから，より一層，消防技 

術の強化を図ってまいります。 

       予防防災対策の推進につきましては，防火管理者及び危 

険物取扱者の育成を行い，防火対象物や危険物施設等から 

の災害の未然防止，あるいは，災害が発生した場合は，的 

確な行動が取れるよう指導を行います。また，市民の皆さ 

んの安心と安全を確保するため，引き続いて防火対象物・ 

危険物施設等への効果的な立ち入り検査を実施するととも 

に，違反対象物及び施設へ対して是正指導を行ってまいり 

ます。 

       次に，職員の資質向上と衛生管理についてであります。 
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      職員の資質の向上につきましては，住民の皆様の期待に応 

えるために，職務執行能力の向上を目的として，知識・技 

術の習得のため消防大学校，広島県消防学校，病院実習， 

更には各種研修会へ職員を積極的に派遣し，人材を育成し 

組織の強化を図ってまいります。 

衛生管理上の整備につきましては，各署所の職場環境の 

整備と，職員の健康管理として，全職員に人間ドッグ又は， 

健康診断の受診を行います。 

以上，平成２７年度の主要事業案の概要であります。 

最後に，平成２４年度から３年度計画で整備をお願いし 

ておりました，消防救急デジタル無線設備整備事業は，す 

べて工事が予定通り終了いたしました。誠にありがとうご 

ざいました。４月１日の運用開始に向け，現在３月１日か 

ら試験運用しているところであります。 

御手元に配布しておりますパンフレットをご覧ください。 

１ページ・２ページに記載のデジタル無線の特徴ですが， 

まず１番目として，通信エリアの拡大であります，５ペー 

ジ・６ページに掲載のとおり，高位山・勝光山・高谷山・ 

白滝山の山頂基地局４局及び甲奴の前進基地局などを最適 

配置したことにより，アナログ無線で約１７パーセントあ 

った不感地域が，ほぼ完全に近い９９パーセントの地域で 

通信が可能になりました。１ページに戻っていただきまし 

て，２番目の特徴として，デジタル無線器と通信指令セン 

ターの高機能指令システムを，連携することにより，手持 

ちの携帯電話などと通話が可能となりました。例えば，災 

害現場で活動している職員から，デジタル無線からの情報 

を，指令センターを介して，直接電話で会話ができるもの 

です。 

３番目の特徴には，今までは，市販されていた無線受令 

機により通話内容が傍受されていたものが，デジタル化に 
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より傍受できなくなり，救急搬送時などの個人情報が守ら 

れることとなりました。 

４番目の特徴として，通信音声がクリアになり現場での 

活動が，よりスムースになりました。 

       今後も，整備していただきました，デジタル無線を有効 

に活用して，住民の皆様の負託に応えるべく，あらゆる災 

害を想定した訓練の実施や研修を実施し，職員一丸となっ 

て消防使命達成に向けて勤務してまいります。 

引き続き，御理解と御協力を賜りますよう，よろしくお 

願いを申し上げまして，行政報告とさせていただきます。」 

 

議長    「行政報告について質疑がありますか。」 

 

      （「質疑なし」の声あり） 

 

議長    「質疑なしと認めます。 

日程第３，平成２７年議案第１号備北地区消防組合手数 

料条例の一部を改正する条例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 

三次副市長 「議長」 

 

議長    「高岡副管理者」 

 

副管理者 

三次副市長 「ただいま御上程になりました，議案第１号備北地区消 

防組合手数料条例の一部を改正する条例案についてを御説 

明申し上げます。 

本案は，大規模な災害時等における災害救助，救援又は 
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生活用等の燃料である危険物の仮貯蔵・仮取扱いを想定し 

て，消防長等への仮貯蔵等承認申請の手数料を公益性を有 

する役務等と判断できるものは，減免できる規定として改 

正しようとするもの等であります。 

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    「質疑を行います。」 

 

      （「質疑なし」の声あり） 

 

議長    「質疑なしと認めます。 

      これにて，質疑を終結いたします。 

      討論願います。」 

 

      （「討論なし」の声あり） 

 

議長    「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」の声あり） 

 

議長    「異議なしと認めます。 

      よって，議案第１号備北地区消防組合手数料条例の一部

を改正する条例案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２７年議案第２号備北地区消防組合行政

手続条例案についてを議題といたします。提案理由の説明



 - 13 -

を求めます。」 

 

 副管理者 

 三次副市長 「議長」 

 

 議長    「高岡副管理者」 

 

 副管理者 

三次副市長 「ただいま御上程になりました，議案第２号備北地区消 

防組合行政手続条例案についてを御説明申し上げます。 

備北地区消防組合では，平成５年の行政手続法の施行に 

伴い，行政手続法に関する審査基準等を定め，法に基づく 

処分の審査基準，標準処理期間及び不利益処分の基準につ 

いて運用を行っています。 

本案は，行政手続法の一部を改正する法律が平成２７年 

４月１日から施行されることに伴いまして，根拠が条例等 

にある備北地区消防組合の行政指導の方式，処分等の求め 

及び行政指導の中止等の求めについての諸課題を整理し， 

備北地区消防組合が行う処分，行政指導等に関し，行政運 

営における公正の確保と透明性の向上を図り，もって住民 

の権利利益の保護に資するため，制定しようとするもので 

あります。 

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    「質疑を行います。」 

 

       （「質疑なし」の声あり） 

 

 議長    「質疑なしと認めます。 
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       これにて質疑を終結いたします。 

       討論願います。」 

 

       （「討論なし」の声あり） 

        

議長    「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」の声あり） 

 

 議長    「異議なしと認めます。 

       よって，議案第２号備北地区消防組合行政手続条例案に

ついては原案のとおり可決いたしました。 

          日程第５，平成２７年議案第３号平成２６年度備北地区

消防組合一般会計補正予算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 

 三次副市長 「議長」 

 

 議長    「高岡副管理者」 

 

 副管理者 

三次副市長 「ただいま御上程になりました議案第３号平成２６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 

説明申し上げます。 

今回の補正は，歳入歳出予算の補正及び地方債の補正で 

あります。第１条歳入歳出予算の補正につきましては， 歳 
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入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１千７２９万８ 

千円を減額し，歳入歳出それぞれ２３億４千７０８万７千 

円にしようとするものであります。 

        それでは，１３ページからの歳出について，その主なも

のを御説明申し上げます。 

款２総務費の職員人件費は，給料及び共済費を減額，一 

般職普通退職手当などを増額し，合わせて１千９８３万１ 

千円を追加。一般管理経費は，委託料や使用料及び賃借料 

の入札残など４８１万４千円を減額。 

          款３消防費の目１消防費は，本部管理経費職員人件費の

給料，職員手当等及び共済費を合わせて，１千９４２万６

千円を減額。 

本部管理経費の一般管理経費は，消防ポンプ自動車など 

の機械器具費及び職員貸与被服等のその他備品購入費の

入札残など９０３万９千円の減額。 

目２消防施設費は，消防本部庁舎空調設備整備工事に係 

る工事請負費の入札残など３８１万８千円を減額しよう

とするものであります。 

次に歳入について，主なものを御説明申し上げます。９ 

ページをお開きください。款１分担金及び負担金は，消防 

車両購入や消防施設費などの各入札残などを精算し，構成 

市の分担金を５千３６１万９千円減額。款２使用料及び手 

数料は，危険物製造所等許可手数料の減収に伴い,７０万 

円減額。款３国庫支出金は，高度救命処置用資機材の補助 

基準額算定方法の変更に伴う補助金の増額により，１７１ 

万９千円を追加。款６繰越金は，前年度からの繰越金によ 

り，１千５５８万５千円を追加。款７諸収入は，広島県防 

災航空隊派遣職員負担金等の雑入４４万７千円を追加。款 

８組合債は，入札による対象事業費減額により消防施設等 

整備事業債１０万円を減額。 
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款９繰入金は，退職予定者の増による退職手当１名分を 

退職手当基金からの繰入れにより，２千万円を追加。 

第２条地方債の補正につきましては，３ページの第２ 

表のとおり，東城消防署指揮広報車更新事業に係る消防 

施設等整備事業の限度額を変更しようとするものであり

ます。 

以上，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    「それでは質疑を行います。」 

 

       （「質疑なし」の声あり） 

 

 議長    「質疑なしと認めます。 

       これにて質疑を終結いたします。 

       討論願います。」 

 

       （「討論なし」の声あり） 

        

「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」の声あり） 

 

 議長    「異議なしと認めます。 

       よって，議案第３号平成２６年度備北地区消防組合一般

会計補正予算案については原案のとおり可決いたしまし

た。 



 - 17 -

       日程第６，平成２７年議案第４号平成２７年度備北地区

消防組合一般会計予算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 

 三次副市長 「議長」 

 

 議長    「高岡副管理者」 

 

副管理者 

三次副市長 「ただいま御上程になりました議案第４号平成２７年度 

備北地区消防組合一般会計予算案について，御説明申し上 

げます。 

一般会計予算案の１ページをお開きください。第１条歳 

入歳出予算につきましては，歳入歳出予算の総額を歳入歳 

出それぞれ２０億７千５０４万２千円に定めようとする

ものであります。平成２６年度当初予算に比べ２億８千９ 

３４万３千円，率にして約１２．２パーセントの減額予算 

としております。 

この大きな要因は，平成２６年度に消防救急デジタル無 

線設備整備が完了し，その事業費がなくなったことによる 

ものであります。 

平成２７年度につきましても，警防業務体制の充実強化， 

救急救助業務の高度化のための施策として，庄原消防署は 

しご車のオーバーホールや高規格救急自動車２台の更新 

整備など，安全で安心できる街づくりを進めるため，計画 

的に予算案の編成を行いました。 

それでは，１４ページからの歳出について，主なものを 

御説明申し上げます。款１議会費は， 前年度予算に比べ， 

７万２千円，８．５パーセント増の９１万７千円を計上。 
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款２総務費は，職員人件費の退職手当の増など，総務費全 

体では３千９０７万９千円，６．５パーセントの増の６億 

３千５２６万７千円を計上。 

２２ページから款３消防費は，前年度予算に比べ職員の 

採用退職等の異動状況に伴い，職員人件費２千８５３万４ 

千円の減。本部管理経費,三次消防署，庄原消防署及び東 

城消防署管理経費で３千５２２万５千円の増。 

消防施設費では，消防救急デジタル無線設備整備費がな 

くなったことなどにより３億３千５７９万３千円の減。消 

防費全体では，３億２千９１０万２千円，１８．８パーセ 

ントの減でありまして，合わせて１４億２千２０７万１千 

円を計上。 

さらに３０ページから款４公債費は，元金９０万５千円 

の増，利子２９万７千円の減で，公債費全体では６０万８ 

千円，３．９パーセント増の１千６２８万７千円を計上。 

款５予備費は，前年度と同額の５０万円を計上いたしまし 

た。 

次に１０ページからの歳入について主なものを御説明

申し上げます。款１分担金及び負担金は，前年度予算と比 

べ，組合分担金３億３９４万７千円減の１９億４千８２６ 

万６千円。組合負担金６３万２千円減の１千２８０万円。 

合わせて３億４５７万９千円，１３．４パーセント減の１ 

９億６千１０６万６千円を計上。 

款２使用料及び手数料は，危険物製造所等許可手数料を 

２０万円減額７．４パーセント減の２５０万１千円を計上。 

款５財産収入は，職員退職手当基金利子１９９万４千円， 

３９．８パーセント減の３０２万円を計上。款６繰越金は， 

存目として１千円を計上。款７諸収入は，２７万１千円， 

３．８パーセント増の７４５万４千円を計上。款９繰入金 

は，退職手当基金からの繰入れ３千１００万円，４４．３ 
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パーセント増の１億１００万円を計上いたしました。 

次に１ページにお戻りください。第２条債務負担行為に 

つきましては，４ページに掲載の第２表のとおり，行政財 

産の維持管理に要する経費，ほか５件について，それぞれ 

債務の期間と限度額を定めようとするものであります。 

第３条一時借入金につきましては，借入れの最高額を１ 

億円に定めようとするものであります。 

第４条歳出予算の流用につきましては，給料・職員手当 

      等及び共済費について，同一款内の項間において，流用の 

      必要が生じる場合があることから，地方自治法第２２０条     

      第２項ただし書きの規定により，流用出来るよう定めるも 

      のであります。 

以上，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    「質疑を行います。」 

 

 横路議員  「議長」 

 

 議長    「横路議員」 

 

 横路議員  「２７年度事業の中で，救急自動車と庄原のはしご車の 

予算はどこに計上されておりますか。」 

 

 消防長   「議長」 

 

 議長    「戸田消防長」 

 

 消防長   「２５ページをお開きください。１８番，備品購入費機 

械器具費消防車両資機材６千５２２万３千円，ここに高規 
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格救急車２台入っております。はしご車のオーバーホール 

は同じページの一番上，修繕費３千４６０万２千円の中に 

入っております。」 

 

横路議員  「わかりました。」 

 

 議長    「ほかに質疑はございませんか。」 

 

       （「質疑なし」との声あり） 

 

 

 議長    「質疑なしと認めます。 

これにて，質疑を終結いたします。 

討論願います。」 

 

       （「討論なし」との声あり） 

 

 議長    「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」との声あり） 

 

議長    「異議なしと認めます。 

      よって，議案第四号平成２７年度備北地区消防組合一般

会計予算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
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を閉会いたします。皆様，お疲れ様でした。」 

       

       閉会：１０時３８分 
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