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平成２８年１２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。 

  １番 松浦  昇   ２番 藤井憲一郎   ３番 弓掛  元 

  ４番 横光 春市   ５番 山村惠美子   ６番 新家 良和 

  ７番 助木 達夫   ８番 政野  太   ９番 徳永 泰臣 

 １０番 横路 政之  １１番 保実  治  １２番 林  高正（議長） 

 １３番 田中 五郎  １４番 杉原 利明（副議長） 

 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 才田 申士  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 熊野 美博  東城署長 兒山 繁樹 

  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 

 

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  議席の指定について 

第２  会期の決定について 

第３  行政報告 
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第４ 議案第12号 

備北地区消防組合職員の勤務時間及び休暇

に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて 

第５ 議案第13号 
平成２７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 

第６ 議案第14号 
平成２８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 

第７ 議案第15号 
備北地区消防組合公平委員会委員の選任の

同意を求めることについて 

 

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

○議長（林高正君） 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。 

 それでは，開会する前に，まず御紹介いたします。 

 去る11月30日に当組合議会議員でありました五島誠議員が庄原市議会議員を辞

職されたことに伴い，当組合議会議員に庄原市議会選出の松浦昇議員が就任され

ましたので，御紹介いたします。 

○１番（松浦昇君） 今紹介いただきました，前の五島さんが口和町ということ

で出られとったんで，同じところなんで，松浦ですがよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（林高正君） 本日の議会の出席議員数は16名でありますが，垣内秀孝議

員から遅参届が出ております。 

 ただいまから平成28年12月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，署名者は助木議員及び垣内議員を指名いたし

ます。 

 それでは，日程に入ります。 

 日程第１，議席の指定を行います。 

 備北地区消防組合規約第６条第２項の規定により，庄原市議会において欠員の

組合議員を選出されましたので，会議規則第４条３項の規定により，議席の変更

を行います。 

 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。 

 議席は，お手元にお配りしております議席表のとおり変更指定いたします。 

 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 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。 
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            〔「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日間と決定しました。 

 それでは，次の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） 皆さん，おはようございます。 

 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，議員の皆さん

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，厚く御礼を申

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を申し上げる次第であります。 

 さて，先ほど議長から御紹介がありましたが，庄原市議会から新たに松浦議員

が当組合議員となられました。松浦議員におかれましては，これまでの御経験を

生かしていただき，備北地区消防組合の発展に御尽力いただきますようよろしく

お願いしたいと思います。 

 今年一年を振り返りますと，当管内では大きな被害をもたらす災害はなかった

ものの，全国的に見ますと，４月には熊本地震が発生し，150名の方が亡くなら

れ，2,642名の負傷者や家屋の全半壊４万527棟など甚大な被害を伴った大災害と

なり，その後，豪雨災害や阿蘇山の噴火の災害も発生いたしました。 

 その他の地域では頻繁に台風が上陸し，８月に発生した台風10号による大雨に

より，岩手県では高齢者施設で９名の入所者の方が亡くなられるなど，岩手県と

北海道で22名の方が亡くなられ，全国各地で台風の上陸や大雨による被害が発生

し，尊い人命を奪い，多くの家屋に甚大な被害をもたらしました。 

 中国地方では10月21日に鳥取県中部地震が発生し，鳥取県では 大震度６弱を

観測し，備北地区管内でも震度４の揺れがあり，鳥取県や岡山県など30名が負傷

され，家屋の全半壊が139戸ありました。 

 改めて災害に対する備えが重要であることを実感し，尊い命を亡くされた方々
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の御冥福をお祈り申し上げますとともに，被災された方々には心からお見舞いを

申し上げ，一日も早い復旧，復興をお祈りいたします。 

 近年，気象状況は複雑に変動し，予期せぬ災害や事故などが多様化，大規模化

し，いつ，どこで発生するのか予想しがたい状況であり，広域的な応援体制の構

築，さらには受援体制が必要となってきております。 

 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。応援体制の充実強化ということ

においては，これまで中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練に職員を派遣し

ていますが，今年は残念ながら合同訓練の１週間前に開催県の鳥取県で震災が発

生したため中止となりましたが，これからの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てまいりたいと考えております。 

 また，地域住民の安全確保のため，消防団や地域の皆さん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。 

 特に，先般12月22日に新潟県糸魚川市におきまして，144棟の被害家屋のうち

120棟が全焼するという過去20年で 悪の延焼火災が発生しました。我々にとり

ましても人ごとではなく，当組合におきましても，日ごろから消防団との連携を

整えるとともに，広域的な連携体制の重要性について認識を改めたところでござ

います。被災された方々に対しましてお見舞い申し上げますとともに，一日も早

い復興を願っております。 

 次に，救急業務におきましては，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緊密な

連携により，その体制の充実強化に取り組んでおります。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長から御説明申し上げま

す。 

 終わりに当たりまして，住民の負託に応えるため，さらなる連携と強化を図る

とともに，社会の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27年度決算の認定及び平成28年度の補正予算ほか議案２件を提案す
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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お願

い申し上げまして，管理者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（林高正君） 続いて，日程第３，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

ります行政報告資料に基づきまして御報告いたします。 

 それでは，１ページからの資料１の平成28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，消防職員としての高度な知識及

び技能を習得させるとともに，指導者また指揮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46名を入校，またこれから入校さ

せて研修を行います。 

 また，救急救命士の養成につきましては，救急救命九州研修所において，既に

１名が指導救命士養成研修を修了し，現在１名の職員が救急救命士養成課程に入

所中で，来年３月の国家試験の合格を目指し研修中でございます。 

 次に，兵庫県のはりま交通研修センターで火災，救急の出動時などの緊急走行

に対する緊急車両指導員養成研修を受講いたしました。また，本年４月から機関

員認定制度の施行とマニュアル車の運転技術向上のため，三次，庄原，東城の自

動車学校などで講習と研修を現在行っております。 

 その他の研修として，若手職員の育成と組織の底上げを目的とし，消防本部の

主催で，シのポンプ運用研修から２ページの，ニのＳＷＲ訓練――流れに沿って

川を横断する訓練――までを，またマからムの予防事務関係の研修を実施すると

ともに，記載しておりますとおり，業務に必要な分野の短期研修を実施してあり

ます。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ろでございます。 

 次に，消防車両，施設等の整備でございますが，車両の更新事業につきまして

は，本年５月26日の組合議会臨時会において議決していただきました庄原消防署
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の消防ポンプ自動車を９月27日に，また三次消防署の化学消防ポンプ自動車を

11月15日にそれぞれ配車し，現在稼働しております。 

 また，高齢者や災害弱者の緊急時対応のため，緊急通報システムセンター装置

を更新購入いたしました。そして，昨年度から消防救急デジタル無線を運用開始

したことにより，今までのアナログ無線設備の撤去事業を随時行っているところ

でございます。 

 続きまして，３ページの職場環境の整備につきましては，庄原消防署の訓練塔

落下防止装置取付工事及び庁舎前の舗装補修工事を行いました。また，大型バス

の検診車によります職員の健康診断を実施いたしました。 

 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11月10日に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28年度防火管理講習及び再講習の開催，また住民

の皆様に対する応急手当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，他の機関などと合同想定訓練を実施いたしました。そのうちの主なものを上

げておりますが，合わせて52回実施し，延べ4,436名の参加者がありました。引

き続き，自主防災組織及び消防団との合同訓練を実施してまいります。 

 その他，中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練を10月29日，30日に鳥取県

で開催し，参加の予定でありましたが，10月21日に発生いたしました鳥取県中部

地震により中止になりました。 

 以上のような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の

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

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，７ページから８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66件で，前年に比べ22件増加し

ております。増加の要因は，春先に休耕田などその他の火災が多く発生したもの

であります。なお，昨年は昭和57年から統計をとり始め，年間46件という 少の

年でありました。火災による死者，負傷者は，前年同期と同じでありますが，残



- 8 - 

念ながら亡くなられた２名のうち１名は建物火災での逃げ遅れによるものであ

り，あと１名は焼身自殺であります。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の救急出動状況につきましては，11月末現在3,873件で，前年に比べ84件減

少しておりますが，しかし今年も12月に入り既に4,000件を超えております。 

 次に，８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。 

 救助出動につきましては，43件の出動で24件活動し，27名の方を救助，22名の

方を医療機関へ搬送しております。 

 防災・消防ヘリコプターの活用状況は，火災出動が１件を含め22件活動してお

ります。また，ドクターヘリ活用状況は，要請件数が50件で，活用件数は27件で

あります。なお，病院間での転院搬送の施設間搬送は４件であります。年々ドク

ターヘリの活用状況は増加しております。 

 続いて，中国自動車道の救急出動状況は，33件出場し40名の方を医療機関に搬

送しております。また，尾道松江線は18件出場し19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想されますので，高速自

動車道への出動態勢に万全を期してまいります。 

 次に，９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50名の職員が救急救命士の資格を有しており，44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おります。 

 また，救急救命士による救命処置により心肺が再開され，胸骨圧迫や除細動，

いわゆる電気ショック関係で救命処置を行い，生存退院された方が３名ありま

す。 

 そして，応急手当てとＡＥＤの使用方法などを含めた救命講習会を219回，

5,673名の皆様に講習を行っております。 

 次に，10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ろであります。 
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 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，危険物施

設，高圧ガス施設，火薬類等施設等につきまし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，11ページから14ページは平成28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ってまいりまし

た。 

 続きまして，15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。 

 119番通報の受信状況につきましては，第１表のとおり，ことし１月からの受

信総数は5,819件で，昨年同期と比較すると10件減少しております。 

 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1,773件で，６件減少しております。 

 また，16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

の運用状況を記載しております。緊急通報による救急67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。 

 これから寒さが厳しくなり，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，活動時の安全管理の徹底と出動に備えて常に緊

張感を持った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。 

 〔３番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 弓掛議員。 

○３番（弓掛元君） ちょっとお願いと提案なんですけれども，主要行事で防火

管理者の講習があると思うんですけれども，大体施設で一人いればいいというこ

とだと思うんですけれども，ぜひ一人ではなくて，努力義務で結構ですので，例

えば福祉施設ですとか，あと旅館，ホテルとか非常に危険なところに関しては，

二人，三人と取っていただくように消防のほうからも指導なり案内を，今度防火
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管理者の講習があるからといったような案内を，一人体制ではなくて複数，でき

れば10名ぐらいの感じでしていただくほうが，より効果的であると思っていま

す。いかがですか。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 

 消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 今議員さんの御指摘のとおり，防火管理者というのは

大変，火災の初期対応，また避難に対しては重要な任務であります。 

 年１回，今防火管理者の取得講習会を行っているわけですが，これはみよしま

ちづくりセンターで行っております。毎年100名前後の申し込みがございます。

ということで，引き続き広報または関係機関の事業所への文書の直接の配付等を

行っておりますが，引き続き強化し，もし人数が多い場合は年２回ということも

考えたいと思いますのでお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

 〔１番 松浦昇君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 松浦議員。 

○１番（松浦昇君） ちょっとお願いします。 

 出張所体制についてお伺いいたします。 

 当初設置されたときに人数の設置については救急を優先するということで，消

防活動と救急が同時に起こったときは救急車を優先して，命を救う態勢をとると

いうようになっとったように記憶しとるんですが，28年度に，同時にそういった

ことが出張所等で起こった経緯があるのかどうかお教えいただきたい。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 

 消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 今議員御指摘のとおり，昭和57年に広域化をいたしま

した。そのときに７つの出張所を配備して，10名という職員で発足しておりま

す。現在は日勤の所長を含めまして11名体制で行っております。 

 議員さん御指摘のとおり， 初はまだ合併前でございましたので各町村のほう
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で，まずは救急対応ということをしてくださいと，火災については消防団という

ことで話がありました。しかし，時代が変わりまして，やはり消防団の減少と

か，災害等，またいろいろと複雑になっております。ということで，両方のほう

を重点に置いておりますが，合併後火災については，以前は出張所１台を第１出

動としておりましたが，現在は出張所１台と本署から１台ということで，第１出

動につきましては出張所管内も２台という態勢をとっております。議員さん指摘

のとおり，火災と救急が同時に発生いたしました場合でも対応できるように，

低でも救急車１台，消防車１台という第１出動にしております。その後，非番者

とか，また延焼のおそれがある場合は応援出動という態勢をとっておりますの

で，発足当時とは異なりまして，火災と救急，同時に対応しております。 

 以上です。 

○１番（松浦昇君） はい，わかりました。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

 〔９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。 

○９番（徳永泰臣君） 失礼します。 

 ８ページの中国横断道，尾道松江線への出動，救急隊も兼ねておりますけれど

も，現場での交通規制等の対応は，これまで備北消防のみでしてきたというふう

に聞いておりましたけれども，その後，県警の高速隊との連携とかというような

改善がなされたかどうかお聞きしたいと思います。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 

 消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 尾道松江道につきましては，全線開通したときにＮＥ

ＸＣＯと高速隊と一応協議をしたわけですが，島根県警につきましては増員とい

うことを聞いております。広島県警については今のままの体制ということで，大

変初動態勢については不安を感じたところであります。 

 この前の議員さんの研修会でお話ししたとおり，尾道松江道につきましては第

１出動で， 低でもうちは３台出すことにしております。一番直近の出張所，ま

たその次の出張所または署から救急車１台ずつで２台，その他三次，庄原の本署
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から救助工作車または指揮支援隊というものを出すように， 低でも３台は出し

ておると思います。これは先ほど議員さんの指摘にございましたとおり，事故に

つきましても，また路側帯に止めた急病の患者が待つ間にしましても交通規制を

しないといけない。まず隊員の身を守らなきゃいけんというのがありますので，

対面通行でありますので，交通規制も兼ねて３台ということであります。 

 ＮＥＸＣＯにつきましても要望しとるわけですが，なかなか人員の関係で難し

いということであります。引き続き，やはり職員の安全管理ということで警察

と，またＮＥＸＣＯ等にも要望してまいりたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

 〔５番 山村惠美子君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 山村議員。 

○５番（山村惠美子君） 16ページの大きい３というところのファクシミリ及び

メール119システムの利用状況等をお伺いしたいんです。平成24年当時の，発足

当時の状況がよくわかりませんので，そこから教えていただきたいんですけど，

福祉のためのシステムであると書いてありますけれど，非常に利用状況が低い中

で，どの様に運用されているか，それからその利用に関しての啓発はどの様にさ

れているかということをお伺いしたい。 

 〔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） 失礼します。 

 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 まず，福祉ファクシミリ，メール119のシステムについての目的は，ここに書

いてありますとおり，そういった障害のある方の安心・安全ということで，通常

119番は電話ということなんですが，そこに不自由な方ということなので，市の

福祉課と一緒に，一応市へ登録していただいてうちへという形になっておりま

す。 

 運用当初については，福祉ファクシミリのほうが12件，12世帯ぐらいの登録が

初なされてまいりましたが，徐々に減ってきて，今この数字となっておりま

す。 
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 それから，119番，メールのほうについても新しい今の高機能通信指令センタ

ーを設置した平成24年度から，そのものを導入するという形にしておりまして，

これも事前登録が必要なんですが，これも 初は８件から始まって，今ちょっと

減少しましてこのような状態です。 

 広報については，両市の福祉課を通じて，そういった会議のときに民生委員さ

んのほうからとかというような形をとったり，広報紙等で加入活動というか，こ

ういったものを取り入れてますという形で広報紙等へ載せて運用を図っていると

ころです。 

 以上でございます。 

○議長（林高正君） よろしいですか。 

○５番（山村惠美子君） はい。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） これにて質疑を終結いたします。 

 日程第４，議案第12号備北地区消防組合職員の勤務時間及び休暇に関する条例

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（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

12号備北地区消防組合職員の勤務時間及び休暇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。 

 本案は，地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業，介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律により，関

係条例である備北地区消防組合職員の勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改

正しようとするものであります。 

 その内容は，介護休業取得期間を３つの期間に分割して取得できること，介護

休暇とは別に連続する３年の期間内において，介護のため１日につき２時間の範

囲内で勤務しないことができることなど，条例の一部を改めようとするものであ

ります。 
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 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（林高正君） 質疑を行います。 

 〔６番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 新家議員。 

○６番（新家良和君） このたびの改正で追加される第15条の２の項目ですが，

この条文の中に３項，準用する三次市給与条例第３号の２の規定とありますけど

も，庄原市の職員の給与に関する条例との整合性についてちゃんととれているの

かどうか，確認をいたしたいと思います。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） はい，答弁。 

 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 新家議員さんの質問にお答えします。 

 準用ですけども，三次市の職員の給与に関する条例のほうを準用しております

が，庄原市の給与の条例については調整はとっておりません。三次市の職員の給

与の条例を準用しております。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

 〔１番 松浦昇君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 松浦議員。 

○１番（松浦昇君） 改正内容は消防署で働く職員の親等の介護について，介護

しやすいような状況で変わってきておるわけですが，実態としては職員の仕事を

見るとなかなか取れにくいような実態があるんではないかと思うんですが，現在

も，今までもあったわけですが，より充実させるという意味で，現在こういった

制度を利用されて介護にかかわっておられる職員はどのくらいおられるのか，ち

ょっと現状について報告を受けたいと思います。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 

 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 現在210名の職員がおるわけですが，この介護に携わ

って休暇をとった職員は今まではおりません。ただし，女性職員が２名おります

ので，育児休暇をとっておる職員が現在おります。 
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 以上です。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 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（林高正君） 討論なしと認めます。 

 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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第12号備北地区消防組合職員の勤務時間及び休暇に関する条例の

一部を改正する条例案については原案のとおり可決しました。 

 日程第５，議案第13号平成27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13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保実治議員には一旦退席を願います。 

 この際，しばらく休憩いたします。 

            午前10時33分 休憩 

            （保実議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（保実治君），

備北地区消防組合会計管理者（中原真一君）入場し

着席） 

            午前10時35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
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13号平成27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27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，監査委員の審査意見書及び主要施策の成果に関する説

明書をあわせて提出し，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20億3,560万1,260円，歳出20億1,326万7,428円で，歳

入歳出差し引き残額は2,233万3,832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18億9,633万2,000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1,321万30円，合わせて19億954万

2,030円で，歳入全体の93.8％であります。昨年度決算と比べ16.3％の減となり

ました。 

 款２使用料及び手数料は169万8,650円で，昨年度決算と比べ25.7％の減となり

ました。 

 款５財産収入は205万4,944円で，昨年度と比べ58.7％の減となりました。 

 款６繰越金は1,377万2,444円で，昨年度と比べ11.6％の減となりました。 

 款７諸収入は753万3,192円で，昨年度と比べ10.5％の減となりました。 

 款９繰入金は，職員退職手当基金１億100万円で，昨年度と比べ12.2％の増と

なりました。 

 次に，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52万2,416円，昨年度決算と比べ10％の増となり

ました。 

 款２総務費は６億1,721万2,348円，昨年度と比べ1.8％の増で，その主な要因

は職員人件費及び備品購入費などの増であります。 

 款３消防費は13億7,938万797円，昨年度と比べ22.6％の減であり，その主な要

因は工事請負費の減などであります。 

 款４公債費は1,615万1,867円で，昨年度と比べ3.9％の増となりました。 

 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27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
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成市の財政も大変厳しい状況下であることを十分認識しまして，経費の節減，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，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（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） お許しをいただきましたので，平成27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27年度の決算

額は３ページの歳入収入済額の合計欄20億3,560万1,260円，６ページの歳出支出

済額の合計欄20億1,326万7,428円，歳入歳出差し引き残額は７ページ中央右側欄

外の2,233万3,832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。 

 初めに，12ページの款１分担金及び負担金の当初予算額19億6,106万6,000円，

補正予算額は5,152万3,000円の減で，予算額19億954万3,000円に対し，収入済額

は19億954万2,030円で，前年度と比べ３億7,304万2,955円の減であります。 

 このうち，項１分担金，構成市からの分担金の収入済額は18億9,633万2,000円

で，歳入総額の93.2％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は1,321万30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250万1,000円，補正予算額90万円減の

160万1,000円に対し，収入済額の169万8,650円は，前年度決算と比べ58万

6,900円の減で，主なものは危険物製造所等許可手数料であります。 

 款５財産収入の当初予算額302万円，補正予算額90万円減の212万円に対し，収

入済額は205万4,944円で，これは職員退職手当基金の運用利子であり，運用実績

の減少により，前年度より291万6,111円の減であります。 
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 款６繰越金の収入済額1,377万2,444円は，前年度決算と比べ181万4,107円の減

で，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745万4,000円，補正予算額２万9,000円増の748万

3,000円に対し，収入済額の753万3,192円は，前年度決算と比べ88万1,745円の減

で，諸収入の内訳は備考欄に記載のとおりであります。 

 款９繰入金は，当初予算額１億100万円に対し，収入済額１億100万円は，職員

退職手当基金からの繰入金で，退職者の増により，前年度より1,100万円の増で

あります。 

 以上，歳入合計額は，予算現額20億3,551万9,000円に対し，調定額，収入済額

とも20億3,560万1,260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91万7,000円に対し，支出済

額52万2,416円で，前年度決算と比べ４万7,470円の増であります。 

 款２総務費は，当初予算額６億3,526万7,000円，補正予算額1,069万5,000円減

の６億2,457万2,000円に対し，支出済額６億1,721万2,348円は，前年度決算と比

べ1,071万4,166円の増で，不用額は735万9,652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６億3,509万

4,000円，補正予算額1,069万5,000円減の６億2,439万9,000円に対し，支出済額

６億1,711万1,474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24万4,500円，節２給料１億2,918万9,963円，節３職員手当等３億

2,225万4,913円，節４共済費4,342万8,789円です。給料，職員手当等，共済費は

本部職員31名に対する職員人件費で，その明細については17ページ及び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14万5,000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等でありま

す。節９旅費104万6,099円は緊急消防援助隊訓練など，訓練や会議へ出席する旅

費などであります。節10交際費２万円の支出は，広島県消防ポンプ操法競技大会

へ出場が決まった三次市及び庄原市消防団の出場分団へのお祝い金です。節11需

用費1,091万9,695円の主なものについて，19ページの備考欄をごらんください。

下から４項目めになりますが，消耗品費295万4,947円，燃料費119万7,137円，食

糧費１万580円，印刷製本費，21ページの備考欄の 上段へ記載の93万7,796円，
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光熱水費493万297円，修繕料88万8,938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，修繕等に係る修繕料であります。 

 16，17ページへ戻っていただきまして，節12役務費701万3,215円の内訳は21ペ

ージの備考欄をごらんください。上から３項目めになりますが，通信運搬費

501万4,067円，手数料59万1,650円，筆耕翻訳料２万6,460円，自動車損害保険料

93万3,414円，その他保険料44万7,624円は，医師，救急救命士賠償責任保険及び

建物等の損害共済保険料であります。 

 16，17ページへ戻っていただきまして，節13委託料3,369万7,715円の内訳は

21ページの備考欄をごらんください。上から８項目めの業務委託料（物件費）

482万9,089円で，主なものは職員健康診断業務委託料と感染性産業廃棄物処理委

託料です。次に，施設機器等管理委託料2,886万8,626円の主なものは，通信指令

施設，消防救急デジタル無線設備，消防支援情報管理システム，それぞれの保守

点検委託料などであります。 

 16，17ページへ戻っていただきまして，節14使用料及び賃借料1,697万2,418円

の内訳としては21ページの備考欄をごらんください。中段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，その主なものは，事務機器

等借り上げ料523万4,064円，その他の使用料及び賃借料1,120万2,645円で，消防

本部公用車賃借料，位置情報システム使用料，デジタルアクセス64回線使用料，

エネルギア光回線使用料などです。 

 16，17ページに戻っていただきまして，節16原材料費８万3,177円は，訓練施

設作成材料等の購入費であります。節17公有財産購入費36万7,200円は，通信指

令棟に附属する給湯器の購入であります。続いて，18ページから19ページをごら

んください。節18備品購入費419万3,535円は，その他備品購入費で，その主なも

のは，消防本部会議室用の机と椅子一式，本部職員の被服等貸与品，防火啓発Ｄ

ＶＤです。節19負担金補助及び交付金569万4,811円は，21ページの備考欄の下か

ら３項目めの負担金（補助費）482万4,811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。 

 18，19ページに戻っていただきまして，節25積立金4,180万7,944円は職員退職
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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3,975万

3,000円及びこの基金に係る運用利子205万4,944円であります。 終ページの

37ページをごらんください。退職手当基金の総額は，表の決算年度末現在高の欄

の下段，総額４億7,195万1,936円で，そのうち有価証券は１億9,964万4,000円で

す。 

 18，19ページに戻っていただきまして，節27公課費３万2,800円は，指揮広報

車，予防査察車の自動車重量税であります。これは23ページの備考欄の上段に記

載しています。 

 次に，22ページから23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10万874円であ

ります。支出の主なものは，例月現金出納検査等に伴う委員報酬であります。 

 18，19ページに戻っていただきまして，款２総務費の不用額の主なものは，負

担金補助及び交付金と役務費，職員手当等で，負担金補助及び交付金は，19ペー

ジ上段へ記載の176万9,189円で，これは人事給与システムマイナンバー制度対応

分の三次市への利用負担金が不用となったことによるものです。 

 次に，16，17ページをごらんください，役務費の117万1,785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す。また，職員手当等の

84万3,087円は，時間外災害対応，休日勤務及び夜間勤務実績によるものであり

ます。 

 続いて，22ページから23ページをごらんください。 

 款３消防費でありますが，当初予算額14億2,207万1,000円，補正予算額

2,879万4,000円減の13億9,327万7,000円に対し，支出済額13億7,938万797円は，

前年度決算と比べ４億363万787円の減で，不用額は1,389万6,203円であります。 

 項１目１，３段目の消防費は，当初予算額14億1,707万円，補正予算額2,775万

6,000円減の13億8,931万4,000円に対し，支出済額は13億7,545万6,509円で，不

用額は1,385万7,491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７項目

めの本部管理経費（一般管理経費），27ページ備考欄， 上段の三次消防署管理

経費，27ページ備考欄，下から２項目めの庄原消防署管理経費，29ページ備考

欄，下から４項目め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
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を記載しておりますが，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，22，23ページに戻っていただきまして，節２給料６億805万

4,626円，節３職員手当等３億8,960万5,603円，節４共済費２億1,040万1,205円

は，各消防署及び出張所に勤務する職員177名分の給料，職員手当等，共済費で

あります。節８報償費の９万2,446円は，各消防署の管理経費の 初にあるその

他報償費を合計したものです。節９旅費532万5,781円は，教育研修や各種会議出

席等や管外への転院搬送に要したものであり，６月に静岡県浜松市で行われた全

国消防職員意見発表会出場の旅費もこの費目から支出しています。節11需用費

7,115万1,012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３項目め，消耗品費からでありま

すが，消耗品費は車両維持物品，救急用品，各事務用品等の消耗品の購入，燃料

費は消防車両及び庁舎冷暖房費，食糧費は来客用のお茶等，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，点検等，また事務用機器

や消防救急資機材等の修繕料であります。なお，庄原，東城消防署においても同

様です。 

 23ページに戻っていただきまして，節12役務費393万106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

81万5,088円の主なものは，三次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，庄原及び東城消防署の電気工作物保守点検委託料等であ

ります。節14使用料及び賃借料230万3,466円は，各消防署，各出張所職員177名

分の寝具の借り上げなどで，25ページから31ページの備考欄に本部管理経費及び

各消防署管理経費に記載しております使用料，借り上げ料等の合計額でありま

す。節16原材料費11万1,378円の主なものは，訓練用施設作成資材であります。

節17公有財産購入費11万6,996円は，三次消防署，作木出張所，口和出張所の照

明器具取りかえ及び西城出張所の網戸取りかえであります。節18備品購入費

7,437万766円は，まず25ページ備考欄の下から４項目めの機械器具費6,117万

6,546円で，三次消防署と作木出張所の高規格救急自動車などの購入費です。そ

の他備品購入費は，本部管理経費の1,019万7,501円で職員への貸与品などです。



- 22 - 

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。 

 22，23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792万

4,636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す。節27公課費

125万3,400円は，各消防署管理経費にあります消防車，救急車等の車検に伴う自

動車重量税27台分でございます。 

 続いて，30ページから31ページをごらんください。 

 30ページにあります目２消防施設費は，当初予算額500万1,000円，補正予算額

103万8,000円減の396万3,000円に対しまして，支出済額392万4,288円でありま

す。この消防施設費のうち，節11需用費81万円の内容は，口和出張所庁舎外壁修

繕であります。節15工事請負費は311万4,288円で，三次消防署訓練塔床板張りか

え工事253万8,000円，口和出張所テレビアンテナ設置工事15万4,440円，作木出

張所給水設備工事38万9,880円などです。 

 23ページに戻っていただきまして，消防費の不用額の主なものは職員手当等，

需用費，備品購入費などですが，職員手当等506万6,397円は災害時対応の時間

外，休日勤務出動実績によるもので，需用費527万1,988円は燃料費の単価下落等

により各消防署の実績が見込み額を下回ったため等で，備品購入費115万4,234円

は貸与被服等の再貸与等の実績が見込みを下回り，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1,628万

7,000円，補正予算額３万4,000円減の1,625万3,000円に対しまして，支出済額は

1,615万1,867円で，前年度決算と比べ60万5,945円の増であります。このうち，

目１元金1,421万2,728円の支出は，平成７年度から平成25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す。 

 続いて，32ページから33ページをごらんください。 

 目２利子193万9,139円は長期債に係る償還利子であります。 

 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，32，33ページの計の欄でありますが，予算現額20億

3,551万9,000円に対し，支出済額20億1,326万7,428円，不用額2,225万1,572円で

あります。 
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 以上，平成27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いたします。 

○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），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，監査委員を代表いたしまして，平成27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27年度備北地区消防組合一般会計の決算並び

に附属資料につきまして，保実監査委員とともに慎重に審査いたしました。その

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，予算の執行においても，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申し上げます。 

 まず，当年度決算でありますが，先ほどの報告と重複いたしますけども，予算

額20億3,551万9,000円に対しまして，決算額は歳入総額が20億3,560万1,260円

で，予算に対して８万2,260円の増となっております。一方，歳出総額は20億

1,326万7,428円で，予算に対する執行率は98.9％であります。歳入歳出差し引き

残額2,233万3,832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

ますと，歳入は３億8,370万1,818円，歳出は３億9,226万3,206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，省略いた

します。 

 事業の執行に当たっては，厳しい財政状況が続いている中ではありますけれど

も，時代の要望に応えた消防体制，救急活動体制をとられていることが認められ

ます。 

 平成27年度には高規格救急自動車の更新，消防はしご自動車の分解整備，自動

心肺蘇生装置が更新されるなど，消火，救急活動に必要な備品が効果的に配備さ

れ，施設の充実が図られております。 
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 職員の教育につきましても，資質の向上，技術の習得を目指して消防学校など

へ教育訓練に派遣されるとともに，組織内における訓練を充実され，また業務に

必要な資格を習得させるなど人材育成にも取り組まれておられます。 

 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，火災予防活動を積極的に実施された成果であると評価さ

れるものでございます。 

 救急出動件数は前年度と比べ35件減少し，救助出動件数は前年度と比べ31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。今年度においても，熊本地震や鳥取県で発生した地

震，６月の福山市で河川の氾濫による浸水被害など自然災害が多発しておりま

す。また，先般，新潟県の糸魚川市において大火災が発生いたしております。住

民に対して，平素から防災に対する心構えや必要な訓練等を啓発するとともに，

今後もより一層，職員の危機対処能力の向上を図られ，さまざまな場面において

実践力，指導力を発揮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，三次，庄原両市の財政状況を踏まえ，

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られ，将来にわたる健

全な消防財政の維持に向けて努力していくように要望いたします。 

 終わりになりましたが，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27年度備北地区消防組合の決算審査の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 

 〔６番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 新家議員。 

○６番（新家良和君） ２点ほど御質問いたします。 

 初に，19ページに記載の一般普通退職手当約２億4,970万円，これは何名の

退職者に相当する金額かお伺いいたします。 

 ２点目に，14ページから15ページ，職員退職手当基金繰り入れ１億100万円，

19ページの今申し上げた退職手当約２億4,970万円，37ページ記載の退職手当基

金の決算年度中の増減約5,920万円，この３つの関係について御質問いたします

が，まず決算年度中の増減額の約5,920万円は退職手当基金繰出金１億100万円
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と，23ページないし19ページに記載の基金の積立金，これの差額であると理解い

たしますがそれでよろしいのかということと，一般退職の普通退職者手当が約２

億4,970万円支出されておりますが，この財源について，基金繰入金の１億100万

円と残りについては一般財源という理解でよろしいのかどうか。 

 以上２点，お伺いします。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 

 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 先ほどの新家議員からの御質問でございますが，ま

ず退職者のほう19ページの退職金につきまして，何名の退職者かということでご

ざいますが，13名の退職であります。 

 それから，２点目の5,919万2,056円，こちらのほうが繰入金との差額かという

ことでございましたが，そのとおりです。１億100万円の財源でございますけ

ど，こちらのほう，基金を繰り入れて一般財源としています。 

○議長（林高正君） よろしいですか。 

○６番（新家良和君） よく聞き取れん。 

 〔 総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 前の基金繰入金が財源かということでございました

ので。 

 〔６番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 新家議員。 

○６番（新家良和君） 退職手当として払われた2,490万7,000円余りの財源が職

員退職手当基金繰入金の１億100万円と，残りが一般財源で処置をされているか

どうかという質問です。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 失礼いたしました。 

 今議員おっしゃいますように，そのあたりは一般財源であります。なお，１億

円を超えた場合，繰入金から繰り入れするという基準で繰入金を充当しておりま
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す。 

○議長（林高正君） その他，質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 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（林高正君） 討論なしと認めます。 

 田邊監査委員，保実監査委員，中原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（保実治君），

備北地区消防組合会計管理者（中原真一君）退席） 

○議長（林高正君） お諮りいたします。 

 平成27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，議案第13号平成27年備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算について

は認定することに決しました。 

 それでは，保実議員の入場をお願いします。 

            （保実議員自席へ） 

○議長（林高正君） 日程第６，議案第14号平成28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（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

14号平成28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
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出それぞれ2,868万5,000円を減額し，歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ

19億7,036万8,000円にしようとするものであります。 

 初めに，11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，給与改定による増額，職員人事配置等による消防

費との組み替え及び共済費の減額を整理し，合わせて870万4,000円を増額。 

 款３消防費の本部管理経費（職員人件費）は総務費と同じく給与改定による増

額，職員人事配置等による総務費との組み替え及び共済費の減額を整理し，合わ

せて3,738万9,000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，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，歳出の職員人件費の減額，歳入の国庫支出金及び繰

越金を追加し，三次市及び庄原市の分担金合わせて6,127万8,000円を減額。 

 款３国庫支出金は，本年度庄原消防署に整備した災害対応特殊消防ポンプ自動

車の緊急消防援助隊設備整備費補助金1,026万1,000円を追加。 

 款６繰越金は，前年度繰越金2,233万2,000円を追加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（林高正君） 質疑を行います。 

 〔６番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 新家議員。 

○６番（新家良和君） １点ほどお聞きします。 

 歳入について，10ページの繰越金ですが，2,233万2,000円でございますが，平

成27年度の実質収支は2,233万4,000円と，先ほどの決算報告でございまして，全

額繰り越すと説明がありましたが，差額が2,000円ほど生じております。この

2,000円の処置はどのようになされたのかお伺いいたします。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） ただいまの新家議員の御質問でございますが，前年

度繰越金とこのたびの補正予算が2,000円の違いがございますけど，まず1,000円

につきましては，予算のほうが1,000円ございましたので，実質2,233万2,000円
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で1,000円プラス，あと1,000円につきましては，決算統計上，統計では1,000円

未満まで調整いたしますけど，予算のほうは1,000円になりますので，その端数

の調整，先ほどの1,000円と端数の調整で2,000円の差額となります。 

○議長（林高正君） 質疑ありますか。 

 〔１番 松浦昇君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 松浦議員。 

○１番（松浦昇君） 一部事務組合に入っとる市の関係なんですが，例えば今負

担金を合わせて６千百数十万円減額したわけですが，三次市も一緒ではないかと

思うんですが，我が庄原市でもこの前の議会でこの数字を減額しとるわけですよ

ね，負担金から。例えば，こういうことは起こらんと思うんですが，ここでもし

この金額を少なくした等の修正動議でなかったと仮定した場合は，ここが決まっ

ていないのに負担した市町ではもう補正予算でここは減額するということで議決

しとるわけですよね。出すときは絶対そういうことはできませんよね。２つの市

が予算を組んどらんとここへ上げることはできんのですが，減額するときはここ

がまだ済んでいないのに両者減額しておるんです。これずっとやられてこられた

方法だと思うんですが，ここでさっき言うたように修正が出たりするとこの歳入

決算が次年度は決算上生まれてくるというようなことがあると思うんですが，こ

の辺の手法ですよね。考え方によっては，三次市，庄原市が３月末に減額をすれ

ばそういうことは起こらんように私は理解するんですが，ちょっと聞いてみると

ずっとそういうやり方をされとるというんで，この辺はどうなんですかね。どの

ように考えられてそういう方法をとられておるのか説明をお願いいたします。 

 〔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） 議員の御指摘のとおり，今までは三次市，庄原市が予

算につきましても，補正につきましても先に御議決をいただきまして，その後当

組合のほうが議会を開いて議決をするというのがならわしでございます，そのと

おりでございます。それはそういうふうな法律的な決まりがあるかというのは定

かではないんですが，今回のように繰越金が発生しまして，また事業が順調に進

んでおるということで，分担金を減額ということで上程をさせていただいており

ます。今までもそのようなことは数多く行われております。ただ，反対に分担金
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が足りん場合に追加をいただくという場合には，まず先に両市のほうで御議決を

いただかないと難しいということであります。 

 補正にいたしましても，予算にいたしましても，両市の財政担当と前もって協

議いたします。それと，管理者，副管理者でございます両市の市長，管理者につ

きましても調整をさせていただいて，両市の議会の後に組合議会を開いて御議決

をいただいておるということでございます。 

 〔１番 松浦昇君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 松浦議員。 

○１番（松浦昇君） 初めてなんで，ここで指摘するよりか市のほうで本来は指

摘をすべきだと思うんですが，こういう形があるというのを知らなかったもんで

すから，その辺は，関係市とどのような対応をされておるんかというのをお聞き

したかったので，お尋ねしたわけです。 

 終わります。 

○議長（林高正君） 他に質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 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（林高正君） 討論なしと認めます。 

 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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第14号平成28年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）

（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 日程第７，議案第15号備北地区消防組合公平委員会委員の選任の同意を求める

こと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（林高正君） 高岡副管理者。 
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○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

15号備北地区消防組合公平委員会委員の選任の同意を求めることについて御説明

申し上げます。 

 本案は，備北地区消防組合公平委員会委員の谷本勲三氏の任期が本年12月25日

をもって満了となるため，引き続き同氏を公平委員会委員として選任したいの

で，地方公務員法第29条の２第２項の規定により，組合議会の同意を求めようと

するものであります。 

 なお，任期は４年となっております。 

 以上，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）本件は人事案件でございます。 

 先例により，質疑及び討論を省略して，直ちに採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は，これに同意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，議案第15号備北地区消防組合公平委員会委員の選任の同意を求めるこ

とについては，これに同意することに決しました。 

 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて平成28年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，大変御苦労さまでございました。 

            午前11時30分 閉会 
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