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平成３１年３月２７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 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 

  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 
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第３ 議案第１号 
平成３０年度備北地区消防組合一般会計補

正予算（第２号）（案）について 

第４ 議案第２号 
平成３１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。 
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            午前９時５８分 開会 

○議長（杉原利明君） おはようございます。 

 定刻より少し早いですけれども，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。 

 本日は何かと御多用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16名であります。全員出席でございますので，議会

は成立をしております。 

 ただいまから平成31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86条の規定によって，署名者は保実議員及び政野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。 

 本日，備北地区消防組合議会３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度末で何かと御多用の中にもかかわらず出席をいただ

き，ありがとうございます。 

 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まして

今年度も予定しておりました業務を順調に進めておりますことに感謝を申し上げ
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させていただきます。 

 さて，昨年７月の西日本豪雨災害発生から間もなく９カ月を迎えようとしてお

ります。 

 当管内におきましては，幸いにも人的な被害はなかったものの，広島県内にお

きましては御承知のとおり多くの尊い命が奪われ，土砂崩れなどの甚大な被害が

生じました。 

 当組合では，昨年７月９日から31日までの間，延べ154名の職員を安芸郡坂町

の小屋浦地区に派遣し，行方不明者の捜索活動などを実施いたしたところであり

ます。 

 改めて，尊い命をなくされました方々の御冥福をお祈り申し上げますととも

に，構成市であります庄原，三次市におきましても多くの被害が発生をいたして

おります。両市長のもとで，一日も早い復旧・復興を進めていきたいというふう

に思っております。 

 また，昨年は春先に晴れの日が続いたことにより，林野火災などが多数発生し

た年でもありました。建物火災などにより，残念ながら４名の方がお亡くなりに

なりました。 

 今年に入りましても，３月１日に庄原市濁川町で発生しました建物火災により

まして，不幸にも高齢者の方が亡くなっております。 

 また，去る３月11日をもちまして東日本大震災の発生から丸８年が経過をいた

しました。消防行政を遂行するに当たりまして，あの日，あの時を決して忘れる

ことなく，東日本大震災のさまざまな教訓を生かし，「災害は忘れたことにやっ

てくる」ではなく，大規模災害は必ず来るという意識を持ってこれからの減災・

防災に取り組んでまいりたいと思っております。 

 改めて，多様化，大規模化している自然災害を初め，火災などあらゆる災害か

ら住民の生命，身体及び財産を守るため，未然防止に向けた火災調査，予防指導

の徹底に努めることはもちろんのこと，消防行政の責任の大きさと重要性を再認

識し，消防防災体制のさらなる強化を図る所存でございます。 

 このような状況の中で，平成30年度におきましては消防ポンプ自動車や高規格

救急自動車の更新など，車両の整備を実施するとともに，救急隊用ＡＥＤの購入

など，消防力の充実強化に努めてまいりました。 
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 また，議員の皆さんを初め，関係各位の御支援，御協力により実現しました三

次消防署甲奴出張所新庁舎の建設につきましては，災害に強いまちづくりの拠点

として重要な役割を果たすものと確信をいたしております。 

 引き続き，地域に愛され，地域住民の負託と期待に応える消防行政の推進に努

めてまいりたいと考えております。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長が説明を申し上げます。 

 本日は，平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算案及び平成31年度の一

般会計予算案の議案２件を提案させていただくことといたしております。 

 厳しい財政状況であることを踏まえ，最少の経費で最大の効果が得られるよう

な予算としたところでありますので，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して，冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（杉原利明君） 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30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30年中は

81件の火災が発生し，火災により４名の方がお亡くなりになり，５名の方が負傷

されました。平成29年中に発生した火災58件に比べまして，23件も大幅に増加し

ている状況でございます。 

 特に，林野，その他の火災については，平成29年中は28件であったのに対しま

して，平成30年中は全火災件数の73％に当たります59件も発生しております。こ

れは，春先に雨が降らなかったということもあり，火災件数を押し上げたものと

考えております。 

 また，亡くなられました４名の方は，建物火災での逃げ遅れ３名，林野火災で

初期消火活動中に炎に巻かれて亡くなられた１名によるものでございます。 
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 ここで，御参考までに平成31年３月26日，きのう現在の火災発生状況につい

て，別にお配りいたしておりますＡ４判１枚，カラー刷りの市別火災発生状況を

配付させていただいておりますので，これに基づき説明をさせていただきます。 

 きのう現在まで，建物火災７件，その他の火災８件，計15件の火災が発生いた

しております。昨年の同時期に比べまして５件減少しているところでございま

す。ことしは定期的に雨が降っており，林野火災は減少しておる状況でございま

す。 

 市別の内訳としましては，三次市が10件，庄原市が５件で，昨年同時期に比較

しまして三次市が３件減少，庄原市で２件減少している状況です。しかしなが

ら，庄原市で発生しました建物火災により１名の方がお亡くなりになっておりま

す。 

 これから先，林野，その他の火災の発生がまだまだ予測される状況でございま

す。当組合としましては，天気任せではなく，引き続き消防車両での広報，両市

の放送設備や両市消防団及び自主防災組織等の協力を得まして，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。 

 再度，行政報告資料にお戻りいただき，４ページからは平成30年中の救急出場

状況でございます。 

 総出場件数は4,334件で，前年に比較しますと83件増加いたしております。 

 搬送人員は4,131名で，65歳以上の高齢者の搬送割合が依然として高く，全体

の71.8％を占めておる状況でございます。平成22年から救急出場件数は4,000件

を超えている状況でございます。これから2025年に向け高齢者率が上昇すること

から，救急件数は4,000件を下回ることはないものと予測しておるところでござ

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。 

 109名の心肺停止患者のうち72名に救急救命士が気管挿管，静脈路確保，薬剤

投与等の救命処置を実施し，病院到着前に心拍が再開された方が９名，そのうち

４名の方が元気で退院されておられます。 

 続いて，７ページの高速道路への救急出場状況は，中国自動車道に14件，尾道

松江自動車道には25件出動しており，内訳は中国自動車道が交通事故９件，急病

５件，尾道松江自動車道では交通事故19件，急病４件，その他２件という状況で
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あります。 

 そして，８ページのドクターヘリの活動状況でございますが，広島県ドクター

ヘリが要請件数24件に対し19件の活動，島根県ドクターヘリが７件の要請に対し

５件の活動，鳥取県ドクターヘリが３件の要請に対しまして３件の活動，合計

34件の要請に対し27件活動しております。 

 市別の活動件数状況は，三次市が14件，庄原市が13件となっております。 

 また，ドクターヘリ要請に伴い，離発着場の砂などの飛散防止のための散水及

び危険防止の警戒出動に延べ27の消防隊などが出動しております。 

 次に，９ページ，10ページの救助出動状況であります。 

 出動件数は72件で，前年に比較し22件も増加しております。これは，昨年７月

の豪雨災害の際，浸水地域から逃げ遅れた方々を救助する事案が多発したため増

加したものであります。実際に救助活動を伴った出動は42件で，66名の方を救助

しております。 

 次に，11ページは救命講習の実施状況であります。 

 昨年１年間で各種救命講習，救急教室を含め，延べ5,851名の方が応急手当て

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，近年は消防団員や中学生以上の学生さんの受講が増えてきておる状況でご

ざいます。 

 次に，12ページからは通信指令センターの運用状況でございます。 

 第１表のとおり119番通報の受信件数は6,756件で，前年に比較して300件増加

しております。総受信件数のうち携帯電話からの受信は2,169件で，総受信件数

の約３割という状況になっております。 

 また，緊急通報システムの受信件数は，総受信件数1,600件で，105件の救急要

請があり，救急隊が出場しております。 

 次に，13ページをごらんください。 

 福祉ファクシミリは，昨年末現在８世帯の加入があり，またメール119システ

ムは現在２名の方が利用登録をされておられますが，いずれも受信はございませ

んでした。 

 続きまして，14ページから15ページは平成31年春季全国火災予防運動の実施結

果でございます。 
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 事業所，地域，自主防災組織，消防団と合同の消防訓練や防火パレードの実

施，また特別査察や防火教室，広報紙の発行など，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。 

 来年度以降，自主防災組織の育成指導を引き続き行い，両市担当部署と協力し

ながら地域での自主防災組織が機能するよう指導等を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 16ページ，17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。これに合わせ，備北地区消防組合も文化財想定訓練を８の施設に

ついて地域の方，消防団，消防署合同で実施し，また文化財査察につきましては

20件実施しております。結果は，適正が19件，不適として通知書を交付したもの

が１件でございました。 

 この不適につきましては，消火器の点検未実施ということで，近日中に改修に

向け動かれておられます。 

 続きまして，18ページからは平成31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，装備の整備についてですが，車両関係では東城消防署の救助資機

材積載型水槽付消防ポンプ自動車，庄原消防署西城出張所の高規格救急自動車，

庄原消防署の資機材搬送車，三次消防署資機材搬送車の改造，通信指令施設関係

では消防救急デジタル無線設備ネットワーク機器の部分更新，高機能消防指令施

設の部品交換，装備関係では無人航空機，いわゆるドローンの整備でございま

す。 

 まず，東城消防署の救助資機材積載型水槽付消防ポンプ自動車についてでござ

いますが，現在，東城消防署には平成６年３月配備の救助工作車と平成８年１月

配備の水槽付消防ポンプ自動車各１台を配備しております。 

 いずれも登録から20年以上経過している車両で，東城消防署では少ない人員の

中での活動となることから，このたび救助工作車と水槽付消防ポンプ自動車の２

台の機能を１台に集約した車両として救助資機材積載型水槽付消防ポンプ自動車



- 9 - 

として導入するものでございます。 

 次に，庄原消防署西城出張所の高規格救急自動車の更新でございます。 

 高規格救急自動車は平成17年式で約19万9,000キロを走行しており，今回の車

両更新計画に基づき更新させていただくものでございます。 

 続いて，庄原消防署の資機材搬送車の更新と三次消防署資機材搬送車の改造に

ついてでございます。 

 庄原消防署資機材搬送車は平成５年式の車両で，導入後25年を経過しておりま

して，本車両につきましても車両更新計画に基づきまして現車両同様の1.5トン

シャシーで更新させていただくものでございます。 

 また，三次消防署に配備済みの資機材搬送車の改造につきましては，緊急消防

援助隊の後方支援部隊として登録済みの車両で，広島県隊の出動車両として指定

されていることで大量の資機材等を迅速に積載し出動することになっておりま

す。現在は人力で持ち上げ積み込んでおりますが，時間を要しますので，垂直ゲ

ートを取りつけ，資機材の積載について迅速化を図るため改造しようとするもの

でございます。 

 なお，東城消防署につきましては，現在，資機材搬送車の配備はありません

が，東城町商工会様が昨年７月の豪雨災害後に西日本豪雨災害東城義援金及び支

援金を募られまして，その一部から東城消防署に対しまして1.5トンシャシーの

資機材搬送車を御寄贈していただくことになり，近日中に寄贈配備されることに

なっておりますことを御報告申し上げます。 

 次に，消防救急デジタル無線設備ネットワーク機器の部分更新及び高機能消防

指令施設の部品交換についてですが，消防の心臓部を担っております無線・指令

施設については，住民の方々の生命，身体，財産を守るという消防の任務を果た

す上で，24時間，365日休まず稼働しておるところで，一時も支障を来すことの

できない消防の施設でございます。耐用年数の来ましたバッテリー装置等の機器

の部品を交換させていただくものでございます。 

 続いて，無人航空機，いわゆるドローンの整備についてでございます。 

 ドローンの整備につきましては，一昨年12月の組合議会定例会で答弁をさせて

いただいているところですが，その後，数々の有効性の検証，先進地消防本部で

の視察や導入に対しての効果につきまして担当課を含め検討してまいったところ



- 10 - 

でありますが，早期に災害現場の状況を把握できること，オプションを使うこと

により現場や指令センター等で情報を共有でき，災害対応に非常に有効なアイテ

ムであるとの結論に達したことから導入に踏み切らせていただくものでございま

す。 

 なお，当組合管内は2,025平方キロメートルと広大な管轄面積であることか

ら，去る３月１日付でドローンに関する応援協定を締結させていただきました３

つの業者様とともに，災害現場の早期情報収集，活動方針の決定等，迅速な活動

を行うこととしておりますことを御承知おきいただければと思います。 

 続きまして，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，消防団や自主防災組織との各種訓練の実施，消防技

術大会の開催により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，組織の底上げを図ってまいりたいと思います。 

 救急体制につきましては，現在，救急救命士46名のうち44名の救急救命士を３

つの消防署，７つの出張所に配置しております。今年度，九州の救急救命士養成

所に入所していました職員３名は研修を修了し，今月10日に国家試験を受験し，

あさっての合格発表を待っている状況でございます。平成31年度につきまして

も，３名の職員を北九州市にあります救急救命九州研修所に入所させる予定でご

ざいます。 

 今後につきましては，救急救命士の有資格者の退職を補うため，救急救命士の

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，一般救急隊員への再教育や救急救命士の高度救命処置の対応を引き続い

て研修してまいります。 

 次に，市民の皆さんに対する応急手当て等の普及啓発につきましても各種救命

講習や救急教室を通して積極的に取り組み，一人でも多くの方に応急手当てがで

きるよう努めてまいる所存でございます。 

 救助体制につきましては，昨年に引き続き，全国消防救助技術大会出場を目指

して救助技術の錬磨に励みますとともに，その技術が現場におきまして確実に行

えるよう引き続き訓練を継続してまいります。 

 予防防災対策の推進につきましては，防火対象物，危険物施設等への効果的な

立入検査を実施するとともに，県及び市の建築担当課と協力し，違反対象物及び
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施設へ対して是正指導を行ってまいります。 

 また，防火管理者及び危険物取扱者の育成や防火教室等を積極的に行い，火災

予防啓発活動を引き続いて実施させていただきます。 

 備北地区消防組合幼少年女性防火委員会に対し，各消防クラブの活動助成を行

います。本年も昨年に引き続きクラブ員や指導者への防災士資格の受講を計画い

たしております。 

 さらには，各地域にございます自主防災組織とも連携を密にさせていただきま

して，育成指導を実施してまいります。 

 次に，高齢者の防火対策についてでございます。 

 近年，高齢者の方が火災により犠牲になられることが多く発生しております。

これに対しまして，ひとり暮らし・高齢者世帯へ戸別訪問を実施させていただ

き，火災予防，防火安全対策の指導を積極的に進めてまいります。 

 住宅防火対策につきましても，各住宅を積極的に訪問させていただき住宅防火

を訴えますとともに，住宅用火災警報器の設置及び取り替えなど維持管理につい

ても周知してまいります。 

 次に，職員の資質向上と衛生管理についてでございます。 

 職員の資質向上につきましては，職務遂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，さらには各種研修会へ

職員を派遣させたり，消防関係資格の取得等により習得した知識，技術について

本部で実施いたしております研修会等により各職員へフィードバックしてまいり

ます。 

 次に，オに記載しております体力測定の見直しにつきましては，現在実施して

いる方法は昭和41年５月制定の消防体育の実施要領に基づいて行っているわけで

すが，消防活動に必要な体力として必ずしも体力測定の種目に適合性がないとい

うことで全国の消防本部でも見直しが進んでおる状況で，当組合においても他の

消防本部の実施状況等を参考に最新のものへと移行するため見直しを行うもので

あります。 

 また，カに記載いたしております特別救助隊員候補の育成基準の作成につきま

しては，近年，退職者の増加により若い職員が非常に増えてきており，当消防組

合の特別救助隊員を長期的な視点を持ち，知識，体力面を維持向上させるため一
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定の基準を作成しようとするものでございます。 

 最後に，衛生管理上の整備につきましては，職員の健康管理，ストレス管理の

ため全職員に対しまして人間ドックまたはストレスチェックを含む健康診断の受

診を行います。 

 また，署所の職場環境の整備につきましても，庄原消防署シャワールームの設

置，東城消防署の救急資機材洗浄台取りつけ等，整備をさせていただく予定でご

ざいます。 

 以上，平成31年度の主要事業（案）の概要でございます。 

 今後も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，組合議会議員の皆様方の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。終わります。 

○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，議案第１号平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算

（第２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１

号平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第２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，歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ667万5,000円を増額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ22億2,631万

5,000円にしようとするものであります。 

 初めに，歳出について御説明申し上げます。 

 12ページをお開きください。 

 款２総務費の職員人件費は，早期退職者に伴う一般職普通退職手当の増額など
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により4,277万円を増額。一般管理経費は，消防無線保守点検などの委託料，事

務機器借り上げ料などの入札残や旅費の執行残などを合わせて1,117万8,000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）の時間外勤務手当を

70万円増額。本部管理経費の一般管理経費は，消耗品などの入札残や消防ポンプ

自動車，高規格救急自動車などの機械器具費の入札残や救急救命士養成所，消防

学校等負担金の執行残などを合わせて1,946万9,000円を減額。 

 目２消防施設費は，三次消防署甲奴出張所新庁舎建設に係る設計監理等業務委

託料や無線基地局設備設置工事の入札残などで614万8,000円を減額しようとする

ものであります。 

 次に，歳入について御説明申し上げます。 

 10ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金は，歳出予算の一般職普通退職手当等を除いた減額に伴

い，三次市及び庄原市分合わせて3,650万2,000円を減額。 

 款２使用料及び手数料は，危険物製造所等許可手数料などが見込みを下回った

ため23万円を減額。 

 款７諸収入は，広島県防災航空隊派遣職員負担金40万7,000円を増額。 

 款９繰入金は，職員の早期退職による一般職普通退職手当の増額に伴い，職員

退職手当基金からの繰り入れを4,300万円増額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（杉原利明君） 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。 

 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〕 
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○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第２号）

（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 日程第４，議案第２号平成31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２

号平成31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19億8,032万円に定めようとするものであります。 

 平成30年度当初予算に比べ，２億4,754万5,000円，率にして約11.1％減の予算

となっております。 

 この主な要因は，平成30年度で三次消防署甲奴出張所新庁舎建設事業が完了し

たことにより消防施設費が減額になったこと，退職予定者が平成30年度に比べて

６名減ることにより退職手当などの人件費が減額になったことによるものであり

ます。 

 平成31年度につきましても，警防業務体制の充実強化のための施策として東城

消防署の消防ポンプ自動車，庄原消防署西城出張所の高規格救急自動車，庄原消

防署の資機材搬送車の更新を行うとともに，通信指令設備の整備や災害時の対応

としての無人航空機ドローンの購入など，安全で安心なまちづくりを進めるた

め，計画的に予算案の編成を行いました。 

 初めに，歳入について主なものを御説明申し上げます。 

 10ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金は，前年度当初予算と比べ，組合分担金は4,567万

4,000円減の19億5,602万4,000円，組合負担金は15万8,000円減の1,143万

4,000円，合わせて4,583万2,000円減の19億6,745万8,000円を計上しておりま
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す。 

 款２使用料及び手数料は，前年度と同額の181万円を計上しております。 

 款５財産収入は，前年度当初予算と比べ21万円減の181万円を計上しておりま

す。 

 款６繰越金は，存目として1,000円を計上しております。 

 款７諸収入は，前年度には三次消防署甲奴出張所庁舎移転補償費があったこと

などにより，前年度当初予算に比べ7,950万3,000円減の724万1,000円を計上して

おります。 

 款９繰入金は，退職予定者が平成30年度に比べて６名減ることにより，職員退

職手当基金からの繰り入れが前年度当初予算に比べ１億2,200万円減の200万円を

計上しております。 

 次に，歳出について主なものを御説明申し上げます。 

 14ページをお開きください。 

 款１議会費は，前年度当初予算と比べ5,000円増の131万4,000円を計上してお

ります。 

 款２総務費は，通信指令設備の整備に係る経費は増額するものの，職員人件費

の一般職普通退職手当の減額などにより，前年度当初予算に比べ8,655万1,000円

減の５億4,233万7,000円を計上しております。 

 22ページをお開きください。 

 款３消防費，目１消防費の本部管理経費（職員人件費）は，前年度当初予算に

比べ809万6,000円減の12億895万8,000円を計上しております。 

 本部管理経費の一般管理経費は，無人航空機ドローンの購入に係る経費は増額

となるものの，車両更新経費の減額などにより前年度当初予算に比べ746万

7,000円減の１億5,766万円を計上しております。 

 25ページをお開きください。 

 25ページからは３消防署及び７出張所に関する経費として，三次消防署管理経

費2,422万5,000円，庄原消防署管理経費1,606万1,000円，東城消防署管理経費

929万6,000円を計上しております。 

 28ページの目２消防施設費は，前年度の三次消防署甲奴出張所新庁舎建設が完

了したことにより，前年度当初予算に比べ１億4,433万9,000円減の762万7,000円
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を計上いたしております。 

 消防費全体では，前年度当初予算に比べ１億5,864万4,000円減の14億2,382万

7,000円を計上いたしております。 

 次に，30ページをお開きください。 

 款４公債費は，元金，利子を合わせて前年度当初予算に比べ235万5,000円減の

1,234万2,000円を計上しております。 

 款５予備費は，前年度と同額の50万円を計上しております。 

 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４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，借り入れの最高額を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できるように定めようとするもので

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（杉原利明君） 質疑の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） 19ページの委託料のところで２件ほどお聞きをしたいん

ですが，先ほど行政報告のところの31年度の主要事業のところで若干説明があっ

たかとは思うんですが，委託料の施設機器等管理委託料の消防無線保守点検委託

料が補正後に比べて約2,200万円，90％程度増えておりますし，それから２段下

がったところの通信指令施設保守点検委託料が昨年度に比べて約1,600万円弱増

えておりますが，もう少し詳細についてどのような内容のところが増えたのかお

聞きしたいのと，下段のところの原材料費の２のところで，初めて出てくること

でわからないんですけども，Ｎｅｔ119という事業が110万円程度，新規で計上さ

れておりますけども，これも内容について御説明をしていただきたいと思いま
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す。 

 〔通信指令課長（谷川真澄君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 谷川通信指令課長。 

○通信指令課長（谷川真澄君） ただいまの御質問についてお答えします。 

 Ｎｅｔ119に関してですけども，これについては聴覚，言語機能に障害がある

方が事前に利用の登録をしていただきまして，所有されているＧＰＳの機能を有

したスマートフォンなどでボタン操作により通報をされるというシステムでござ

います。 

 現在，運用しているメール119との大きな違いは，管内の方が管外に，また管

外の方が備北管内へ旅行等で来られた場合にも事前登録されている情報とＧＰＳ

で捕捉した場所と合わせて最寄りの消防本部へ通報されるというシステムでござ

います。 

 以上でございます。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 新家議員の御質問にお答えいたします。 

 まず，委託料の増額の件の詳細についてでございますが，まず消防救急無線の

保守に伴う機器更新と部品交換業務委託を今年度新たに実施いたしますので，増

額になっております。 

 その内容につきましては，消防救急無線設備につきましては平成24年度から３

カ年で整備をいたしまして，平成27年４月１日から運用を開始したデジタル無線

設備でございます。 

 こちらにつきましては，毎年維持管理のため保守点検業務を委託契約しており

ますけども，保守点検業務とは別に有償保守として機器の有寿命による部品の交

換と保安部品の定期的な提供を担保する機器更新が必要であることから，長寿命

を迎えますネットワーク機器の更新と部品，主には蓄電池でございますが，こち

らを交換するものでございます。 

 続きまして，高機能指令施設保守に伴う有償部品交換業務委託についてでござ

いますけども，こちらにつきましては平成23年８月１日から運用を開始しており

ますけども，こちらも保守点検業務とは別に有償保守として機器の有寿命による
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部品交換と保安部分の定期的な提供を担保する機器更新が必要であることから，

平成29年度に中間更新としてコンピューター系の機器更新を行ったわけでござい

ますけども，この中間更新対象外の機器で有寿命を迎える機器の更新と部品交換

をするものでございます。 

 この２つの業務は，新年度において実施させていただく予定にしておりますの

で，委託料のほうは増えているということでございます。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） よろしいですか。 

○８番（新家良和君） いいですよ。 

○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。 

 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。 

 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２号平成31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31年備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

            午前１０時４３分 閉会 
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