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令和２年８月１２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 中原 秀樹   ２番 増田 誠宏   ３番 月橋 寿文 

  ４番 徳岡 真紀   ５番 新田 真一   ６番 岩山 泰憲 

  ７番 田部 道男   ８番 坂本 義明   ９番 弓掛  元 

 １０番 横光 春市  １１番 鈴木深由希  １２番 徳永 泰臣（議長） 

 １３番 福山 権二  １４番 五島  誠  １５番 政野  太 

 １６番 保実  治（副議長） 

  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 福岡 誠志  庄原市長 木山 耕三  三次市副市長 堂本 昌二 

 消 防 長 久保井正司  総務課長 柳  幸夫  予防課長 野崎 浩昭 

 警防課長 谷川 真澄  通信指令課長 松本 好弘  三次署長 石田 英二 

 庄原署長 山添 徳宏  東城署長 松田 吉弘      

  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 中岡  紳   総務課経理係長 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 

第２  行政報告 
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第３ 議案第８号 
備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例（案） 

 

５ 議事の状況は，次のとおりである。 
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            午前10時00分 開会 

○議長（徳永泰臣君） それでは，皆さんおはようございます。 

 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16名全員でございます。 

 ただいまから令和２年８月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条の規定によって，署名者は弓掛議員及び岩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（徳永泰臣君） 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，福岡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（福岡誠志君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 福岡管理者。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 改めまして，おはようございます。 

 本日，令和２年８月備北地区消防組合議会臨時会を招集しましたところ，議員

の皆様方におかれましては何かと御多用の中，こうして御出席いただきまして，

厚く御礼を申し上げます。 

 また，備北地区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

によりまして円滑な業務の推進が図られているところでありまして，重ねて御礼

を申し上げさせていただきたいと思います。 

 さて，御承知のとおり，現在，新型コロナウイルス感染症によりまして生活環

境が一変する事態というふうになっております。これほどまでに国民生活，経済
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産業活動，あるいはスポーツ，文化，全ての分野にわたって影響を受けていると

いう災禍は初めて経験するものであります。終息には時間を要するとの見方もあ

りまして，現在は全国的に感染拡大傾向にありまして，第２波の懸念が高まって

いるというような状況であります。 

 このような状況の中，備北地区消防組合管内におきましても，これまで三次市

で４月，５月をピークとして45人の方が確認され，また庄原市におきましても昨

日までに４名の方が感染症の患者として確認をされています。今週はお盆の時期

も重なっておりますので，油断はできない，こういったような状況になっていま

す。 

 当備北地区消防組合におきましては，８月８日土曜日に警戒体制・危機レベル

２から非常体制・危機レベル３に移行しまして，県や市，または医療機関と連携

して患者の救急搬送等を迅速に行ってまいります。これまでの職員の皆様方の奮

闘に感謝を申し上げさせていただくとともに，引き続き感染拡大防止に向け，全

力で対応していただきたいというふうに思っております。引き続き御理解と御協

力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 本日は，備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例（案）１件について提案することといたしております。提案理由等の詳細に

つきましては，後ほど説明を申し上げます。 

 それでは，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，挨拶にかえさせていただきます。 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 改めまして，おはようございます。 

 お許しをいただきましたので，行政報告として令和２年に入りましての火災等

の災害状況及び新型コロナウイルス感染症に係る組織対応等について御報告申し

上げます。 

 本日はマスク着用にての御報告となりますが，聞き取りにくいところがあろう

かと存じますが，御了承いただければと思います。 
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 それでは，一昨日までの災害の発生状況等について，お手元にお配りしており

ます資料により御報告，御説明させていただきます。 

 まず，資料１の各種災害件数一覧をごらんください。 

 それでは，管内の火災発生状況につきまして，ことしに入りまして一昨日まで

37件発生し，昨年同時期の53件に比較しまして16件減少し，１名の方が林野火災

でお亡くなりになり，３名の方が林野火災などで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23件，庄原市が14件であり，昨年同時期に比

較しまして，それぞれ10件と６件減少しておる状況でございます。 

 次に，救急・救助出動状況についてでございます。 

 救急は，一昨日まで2,336件出場し，2,229名の方を搬送しており，昨年同時期

に比較しまして出場件数で270件，搬送人員で272名とそれぞれ大幅に減少してお

ります。 

 このうち，新型コロナウイルス感染症陽性患者の移送を24件28名の方を病院に

搬送いたしております。 

 また，救急出場件数の大幅な減少につきましては，５月の組合議会臨時会のと

きにお答えいたしましたが，三次市でクラスターが発生した４月以降の３カ月間

のみの出動状況で見てみますと，４月が前年比105件減少，５月が前年比73件の

減少，６月が前年比44件の減少となっており，この３カ月間で前年比２割の減少

となっており，新型コロナウイルス感染症による病院控え等の影響があるものと

考えております。 

 救助につきましては，一昨日まで31件出動し，18名の方を救助しております。

昨年同期に比較しまして，出動件数で１件増加し，救助人員は同数でございま

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

14件出場し，内訳は中国自動車道に６件，尾道松江道に８件で，交通事故での出

場が９件，急病等で５件という状況で，14名の方を病院搬送しております。 

 次に，ドクターヘリの活用につきましては，備北地区消防組合管内には広島

県，島根県，鳥取県３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17件で，内訳につきましては広島県12件，島根県２件，鳥取県３件とな
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っております。 

 次に，資料２の新型コロナウイルス感染症に対する組織体制についてでござい

ます。 

 全国的に猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症に係る当組合の対

応についてでございます。 

 当組合では，本日まで危機対策会議を書面で２回，対面での会議を10回開催

し，危機レベルの決定，職員の感染防止，救急業務の安全管理体制等を検討いた

したところで，県内感染状況等を踏まえてそれぞれ危機レベルの決定を行ってま

いりました。 

 当組合では，危機レベルを注意，警戒，非常体制の３段階に区分しておりま

す。 

 レベル１では，広島県内感染者なしとして注意体制を，レベル２では消防組合

管轄外で広島県内感染者ありとして，イベント等の中止，縮小，立入検査など対

外的業務の縮小を行い，警戒体制での業務に当たります。レベル３では，消防組

合管内におきまして感染者が発生した場合，非常体制として原則，災害対応のみ

としております。 

 皆様御存じのとおり，先日，庄原市におきまして感染者が出たことで危機レベ

ルを３に上げ，感染拡大防止のため対外的業務の一部を停止し，原則，災害対応

のみとして業務を行っております。 

 また，消防本部を初め，３消防署７出張所では，飛沫感染防止のため事務所，

警備室では仕切り板やビニールシートを設置して業務に当たっているところでご

ざいます。 

 救急業務に従事いたします隊員の感染防止につきましては，Ｎ95マスクや防護

服着用により徹底した感染防止対策を図った上で活動させ，活動後は徹底した消

毒等を行わせ，隊員の感染防止を図っているところでございます。 

 なお，感染防止用の防護服やマスクにつきましては，十分なストックがあり，

当組合管内の第２波に対し，備えておる状況であります。 

 次に，備北消防管内の陽性患者の移送状況についてですが，裏面の３に記載の

とおり26件31名の方を搬送しております。そのうち，東広島市消防局に２件の応

援要請を行い，当組合としましては，先ほども申しましたが，24件28名の方を搬
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送しております。 

 また，疑い患者も含めました救急対応件数につきましては，４に記載のとおり

47件52名の方を搬送し，うちＰＣＲ検査対象となられた方は36件40名の方となっ

ております。 

 今後，当組合管内の感染者が落ちついた場合，危機対策会議を開催し，危機レ

ベルの緩和，対外的業務の再開を考えていく予定でございます。 

 全国的に終息が見られない新型コロナウイルス感染症でありますが，備北地区

消防組合としましては管内住民の皆様のため保有しております資機材をフルに活

用し，感染拡大防止に向け全力で対応してまいる所存でございます。 

 組合議会議員の皆様方には，引き続き御理解と御協力を賜りますようお願い申

し上げますとともに，一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息いたしますこ

とを願いまして，私の本日の行政報告とさせていただきます。 

 本日は何とぞよろしくお願いします。 

○議長（徳永泰臣君） 行政報告について質疑がありますか。 

 〔５番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 新田議員。 

○５番（新田真一君） 失礼いたします。新型コロナウイルス感染症に対する組

織体制について何点かお聞きします。 

 日を追っての日報を見ますと，４月13日のところに分散執行体制，日勤２交代

というのがあります。職員の皆さんに対して分散して勤務して，できるだけ感染

防止するということだろうと思いますけども，これが５月１日延長，５月19には

この分散体制を通常体制とするというもんがございまして，ずうっといって要は

新しい様式を踏まえた通常体制という文言もあるんですが，現在まさに管内とい

うか，庄原市での現状を踏まえての勤務体制がどうなっているのかというのをお

聞きしたいのが１。 

 もう一つ，７月30日において緊急対策会議を開催されて，３点にわたって確認

されておりますけども，ちょっとかぶりますけど，３番の危機レベルにおける組

織体制というのは，今の通常業務体制プラスアルファはまだこんな体制があると

いうのがあれば教えていただきたいというのと。 

 もう一点，２番の職員の皆様の非番や週休日の行動制約という部分があります
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けども，自覚ある行動をということだと思うんですけれども，どのような基準を

設けられておられるかお聞きします。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 消防長。 

○消防長（久保井正司君） まず，４月13日の部分の分散勤務体制というところ

でございますが，消防本部の職員につきましては総務課，警防課，予防課の職員

は日勤となっております。これが一堂に会して仕事をするのではなく，この当

時，クラスター等が発生しておりましたので，日勤の職員を２班に分けて勤務を

させたところでございます。感染拡大防止も含めて勤務させたところでございま

す。 

 その後，クラスターも落ちついたということで，日勤２交代制を廃止しまして

通常体制で勤務しております。 

 また，今回，現在庄原市で発生して，当消防組合は危機レベル３・非常体制と

いうことで現在勤務しておりますが，現在の状況ではまだ散発的に４人の方が発

生したという状況でございますので，今すぐに消防本部日勤者を２交代制にする

という考えはございませんけれど，今後どのようになるかわかりません。その状

況に応じて本部の日勤者の勤務体制等々も決めてまいりたいと考えております。 

 次に，７月30日の２番，３番の部分でございますが，まず２番の職員の非番日

及び週休日の行動制約についてという部分でございますが，当然のことでありま

すが，我々は公務員でございますので，感染地帯への不要不急の外出の自粛とい

うようなことは行動制約としてさせていただいております。 

 また，３番の危機レベル３における組織体制についてということでございます

が，先ほども申しましたように日勤者の分散勤務等々も考えられることなんです

が，仮に備北消防の職員が感染した場合，業務継続計画に基づいてどのように職

員を配置していこうかというようなことも検討したところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにありますか。 

 〔９番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員。 

○９番（弓掛元君） 少し教えてください。 
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 救急のところで，前年比較で救急搬送270件，これは２割以上の人が減少して

おるということで，コロナ関係というお話もあったんですけれども，救急なの

で，普通コロナの関係なしで当然救急の人は頼まれると思うんですけれども，こ

れが大幅に減っとるというのは本当に，ふだんはどうかなというように思うんで

すけれども，この辺のところをもう少し分析、認識、詳しく教えていただけます

か。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 消防長。 

○消防長（久保井正司君） ５月の臨時会のときでも申し上げたんですが，４

月，５月の部分において救急隊が実際に肌で感じた内容として，患者さんは軽症

の方がいないということを私も職員から聞いております。病院のほうから少し聞

いた内容でも，病院に行ったらコロナに感染するんじゃないかというような考え

をお持ちの方もいらっしゃると聞いておりますので，このようなことも含めて救

急要請が少なかったのではないかというふうに感じております。 

 ちなみに，１月，２月では昨年比23件，８件減っております。７月につきまし

ては，マイナス16件というふうに若干の減少というところで推移しております。

４月，５月，６月でマイナス222件ということは，恐らくその関係が来ているも

のと分析しております。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） これにて質疑を終結いたします。 

 日程第３，議案第８号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一

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。 

 〔副管理者三次市副市長（堂本昌二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 堂本副管理者。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） ただいま御上程になりました議案第８

号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（案）について御説明申し上げます。 
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 本案は，特殊勤務手当の特例に関する人事院規則の一部改正により，新型コロ

ナウイルス感染症対策に従事した国家公務員における特殊勤務手当の特例措置が

設けられたことを踏まえ，当消防組合職員が新型コロナウイルス感染症患者等に

対する救急業務に従事した場合の特殊勤務手当の特例について規定し，特殊勤務

手当の支給に関し必要事項を整理しようとするものであります。 

 その主な内容は，職員が新型コロナウイルス感染症患者またはその疑いのある

者の身体に直接接触または長時間接して行う救急業務に従事した場合，１勤務日

当たり4,000円を支給，新型コロナウイルス感染症患者またはその疑いのある者

の身体に直接的な接触等がない場合は，１勤務日当たり3,000円を支給しようと

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（徳永泰臣君） それでは，質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

 〔５番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 新田議員。 

○５番（新田真一君） わからないことがあるので，何点か教えてください。 

 まず，１勤務日っていうのは，どういうカウントの仕方で１勤務日と定められ

るのかっていう。例えば１日において２回出動があって，そういう場合だったら

２勤務日という状況にカウントされるんでしょうか。これが１。 

 もう一つ，先ほど読み上げられましたことの中に，コロナウイルス感染症患者

等の身体に直接接触とか，これらの者に長時間にわたり接して行う救急業務，そ

の後，その他消防長がこれに準ずると認める作業という文言がございますけど

も，準ずると認めるというのは例えばどういったことを想定されているのかとい

うのがあれば教えてください。 

 以上です。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼します。 

 まず，１点目の１勤務日当たりということについてでございますが，３消防署

７出張所に勤務している現場対応の職員につきましては，午前８時半から翌日の
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８時半までの24時間の勤務となっております。これにつきまして１勤務日という

取り扱いにしております。 

 次に，「消防長が認める」ということなんですが，帰ってからの消毒等という

ことが一応考えられます。ほかにもいろいろと，まだ具体的に決めてはないんで

すが，とりあえずその件につきましては検討中です。 

 以上です。 

 〔５番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員。 

○５番（新田真一君） 直接，隊員の皆様が患者さんに接し，病院へ搬送したり

等々という業務に対する危険手当，中央病院等でも看護師さんについて同様の趣

旨の中で決められているところをできるだけ幅広く，大きくケアしていただきた

いというのが趣旨でございますけども，24時間が１勤務という中で，当然２回，

３回も出動も場合によってはもしかしたらあるかもしれないという状況や，ある

いはその他準ずるという言葉があるのは，ある意味幅広くいろんな状況に対応す

ることだろうと思うんですけれども，条例の趣旨を十分酌んでいただきながら，

隊員の皆さんができるだけ安心して補償される中での勤務を要望を申し上げて終

わります。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第８号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

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。 
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 以上で本臨時会に提出された付議事件は終了いたしました。 

 これにて令和２年８月備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れさまでございました。 

            午前10時25分 閉会 
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