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平成２９年３月２４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。 

 管 理 者 増田 和俊  副管理者 木山 耕三  副管理者 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  会期の決定について 

第２  行政報告 

第３ 議案第１号 
平成２８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 
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第４ 議案第２号 
平成２９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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            午後２時00分 開会 

○議長（林高正君） 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名であります。 

 ただいまから平成29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112条の規定によって，署名者は新家議員及び松浦議員を指名いたし

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（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） それでは，議長のほうのお許しをいただきま

したので，冒頭に御挨拶をさせていただきたいと思います。 

 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，議員各位にお

かれましては年度末であり，また庄原市議会選出の議員におかれましては市議会

議員選挙前で何かと御多用の中御出席を賜り，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

業務を推進しているところであり，重ねて御礼を申し上げます。 

 さて，去る３月11日をもちまして，東日本大震災発生から丸６年が経過いたし

ました。発生から６年という歳月が過ぎましたが，依然として2,500人を超える

方々が行方不明であり，今も数万人の方々が仮設住宅での暮らしを余儀なくされ

ており，復興にはいまだ遠い状況にございます。 

 また，昨年発生しました熊本地震では間もなく１年を迎え，平成26年に発生し

ました広島市の土砂災害から今年で３年が経過いたしておりますが，まだまだ復

旧工事の途上にございます。 

 改めて，これら災害の大きさと被災者の皆さんの御労苦をお察しいたしますと

ともに，一日も早い復旧，復興を願ってやみません。 

 あわせて昨年を振り返ってみますと，当管内では大きな被害をもたらす災害は
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なかったものの，先ほど申し上げましたように，４月に熊本の大震災が発生し，

多くの方々が亡くなられ，多数の負傷者や家屋の全半壊など，甚大な被害を伴っ

た大災害となりました。 

 夏には，岩手県や北海道を初め全国各地で，台風の上陸や大雨により尊い人命

が奪われ，多くの家屋に甚大な被害が発生しました。さらに，10月には，鳥取県

で 大震度６弱の地震が発生するなど，予測できない災害が多く発生した１年で

もございました。 

 改めて，尊い命を亡くされました方々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，火災につきましては，昨年末に発生した新潟県糸魚川市の大火災を初

め，特に冬は空気が乾燥することに加え，火器の使用が増えることから，全国的

に火災が多く発生しており，当管内におきましても，今年になりまして三次市で

建物火災により，不幸にも１名の方が亡くなられておられます。 

 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痛感するとともに，

住民の生命，身体及び財産を守るために，着実に消防防災体制の強化を図る必要

性を再認識しているところでございます。 

 このような状況の中，平成29年度においても，消防ポンプ自動車の更新や消防

はしご自動車のオーバーホールなどの車両等の整備，高機能消防指令施設中間更

新などを実施し，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てまいりたいと思います。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，後ほど消防長から御説明をさせていた

だきます。 

 本日は，平成28年度備北地区消防組合一般会計補正予算及び平成29年度一般会

計予算（案）の議決２件を提案させていただく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， 少の経費で 大の効果が得られますよ

うな予算としたところでございます。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。 

 さらに，三次市長としての御挨拶をさせていただきたいと思いますが，先ほど

も触れましたように，庄原市選出の議員の皆さん並びに庄原市の木山市長さんに

おかれては，４月２日の告示，４月９日の投票ということで，目前に迫った中で



- 5 - 

ございます。改めて，皆さん方の必勝を心から御祈念申し上げて，また新たな４

月の中でお会いできることを期待をいたしまして，三次市の市長としての御挨拶

とさせていただきたいと思いますし，管理者としての挨拶にさせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（林高正君） 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（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。 

 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（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28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申し上げます。 

 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28年中に

68件の火災が発生いたしました。火災により２名の方が亡くなられ，５名の方が

負傷されました。過去 少でした平成27年に比較して，総件数で22件増加いたし

ました。増加の要因は，春先に好天が続き，たき火や野焼きなどによるその他の

火災が増加したためであります。なお，死者，負傷者とも前年と同数です。亡く

なられた方の２名は，建物火災での逃げおくれによるものと，放火自殺によるも

のであります。 

 昨年12月22日に発生いたしました新潟県糸魚川市の大火災を受け，本年に入

り，管内の住宅密集地を一斉に特別査察を実施いたしましたが，残念ながら今年

に入り，既に建物火災が今日現在８件発生し，１名の方が亡くなられておりま

す。引き続き，消防団及び自治防災組織などの協力を得て，積極的に火災予防の
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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28年中の救急出動状況であります。 

 総出動件数は4,273件で，前年に比較しますと59件減少しております。搬送人

員は4,093名で，高齢者の搬送割合が依然と高く，全体の69.7％を占めておりま

す。平成22年から，救急出動件数は4,000件を超えております。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と予測して

おります。 

 続きまして，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。 

 132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し，３名の

方が社会復帰されております。 

 続いて，７ページの高速道路などへの救急出動状況は，中国自動車道に41件，

尾道松江自動車道に21件出動しております。ともに，大きな事故は発生をしてお

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14件，

島根県ドクターヘリも14件の，合計28件であります。内訳として，三次市が

12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，延べ24隊の消防隊などが出動しております。 

 続きまして，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48件で，前年に比較して10件減少しております。実際に救助活動を

行った出動件数は26件で，29名の方を救助しております。 

 続きまして，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5,843名の方が応急手当てに関する講習を受講し，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，消防団員や自主防災

組織の住民の方が多く受講されております。 

 続きまして，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6,425件で，前年に比較して10件減少

しております。総受信件数のうち，携帯電話からの受信は1,958件で，年々増加

をいたしております。 

 12ページの緊急通報システムの受信状況は，総受信件数1,931件で，73件の救



- 7 - 

急要請があり，出動しております。 

 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番通報

システムは，現在３名が利用登録されておりますが，いずれも受信はございませ

ん。 

 続きまして，13ページから14ページをごらんください。 

 平成29年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

との合同訓練，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，消防

フェスタの開催，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。 

 15ページ，16ページは，管内の文化財など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，全国的に文化財防火運動を展開いたし

ております。査察を実施した結果は，比和町の荒木家住宅が，火災を早期に知ら

せる自動火災報知設備の改修のため，現在補助申請をされており，補助が決定

後，速やかに改修の予定であります。その他の文化財につきましては，検査の結

果，適正に維持管理されておりました。 

 続きまして，17ページからの平成29年度主要事業（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，庄原消防署高野出張所の消防ポンプ

自動車と三次消防署の指揮広報車の更新，また三次消防署のはしご車のオーバー

ホール，そして高機能消防指令施設中間更新業務を計画しております。 

 更新しようとする庄原消防署高野出張所の消防ポンプ自動車は，平成９年式

で，20年を経過しております。高野出張所は，水利の少ない尾道松江道が管轄内

にあることから，600リットルの水槽と圧縮空気泡消火装置を搭載した車両を更

新しようとするものであります。三次消防署の指揮広報車は，平成13年式で，

15万3,000キロを走行しております。また，三次消防署のはしご車は，平成22年

式で，はしごの安全性を維持するため，初めてのオーバーホールを行うもので

す。いずれの車両も，更新計画どおりでございます。 

 続きまして，高機能消防指令施設中間更新業務につきましては，19ページをご
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らんください。 

 この高機能消防指令施設は，119番を受信し，各署所及び車両に迅速に出動指

令情報を送信し，火災，救急などの災害に対応するものであります。平成23年８

月に整備していただきまして５年が経過し，本年７月で丸６年になります。機器

の耐用年数の４年から５年，またメーカーの保証期間の６年も迎えます。 

 ２の中間更新についての(1)のとおり，人命にかかわる火災，救急などの消防

救急業務には不可欠なシステムで，備北消防の心臓部であり，万が一はあっては

ならない。そのため，システムの維持管理は 重要事項で，耐用年数等を超えた

機器の更新と24時間対応の保守も必要不可欠であります。よって，住民の皆様の

安心・安全確保のため，高機能消防指令施設の中間更新業務を行おうとするもの

であります。 

 続きまして，17ページに戻っていただきまして，消防技術の充実強化について

でありますが，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，実践能力の向上や，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。 

 また，本年は広島県総合防災訓練が三次市で行われる予定になっております。

訓練の実施に向け，協力と参加をいたします。 

 救急体制につきましては，現在，救急救命士50名のうち44名を現場に配置して

おります。今年度，九州の救急救命士養成所に入所しておりました職員１名は研

修を修了し，今月12日に国家試験を受験しております。平成29年度は，２名の職

員を九州の救急救命士養成所に入所させる予定であります。 

 今後につきましても，救急救命士の有資格者の退職を補うため，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，一般の救急隊員の

再教育や，救急救命士への高度な救急処置を引き続いて研修してまいります。 

 続きまして，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，昨年に引き続き，全国消防救助技術指導会への出場を目

指して，救助技術の錬磨に励みます。 

 また，本年も島根県で予定されております全国緊急消防援助隊中四国ブロック

合同訓練に参加を予定をしております。 

 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
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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

施設へ対して是正指導を行ってまいります。 

 また，防火管理者や危険物取扱者の育成や，備北地区消防組合幼少年女性防火

委員会に対して，各消防クラブの活動助成を行います。特に来年度は，クラブ員

や指導者への防災士資格の受講を計画しております。 

 また，高齢者住宅を中心に，住宅用火災警報器の設置及び取りかえなど，維持

管理を積極的に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あります。 

 職員の資質の向上につきましては，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，さらには各種研修

会へ職員を積極的に派遣いたします。特に，事故防止と運転技術の向上を目的に

平成28年度から実施しております機関員の認定制度や，ポンプ車のマニュアル車

対応のため，三次，庄原，東城のそれぞれの自動車学校のコースで，定期的に研

修を引き続き行ってまいります。 

 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，全職員に人間ドックまたは健康診断の受診を行います。 

 以上，平成29年度主要事業（案）の概要であります。 

 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，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お願いを申し上げまして，行政報告といたしま

す。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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 日程第３，平成29年議案第１号平成28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（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１
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号平成28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

明を申し上げます。 

 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，歳入歳出それぞれ4,486万

3,000円を減額し，補正後の総額を19億2,550万5,000円にしようとするものであ

ります。 

 それでは，11ページからの歳出について，その主なものを御説明いたします。 

 款２総務費の職員人件費は，職員手当等及び共済費を合わせて179万7,000円を

減額。一般管理経費は，委託料，備品購入費などの入札残や，燃料費，修繕料の

執行残などを合わせて917万8,000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）の給料，職員手当等

及び共済費を合わせて842万8,000円を減額。本部管理経費の一般管理経費は，化

学消防ポンプ自動車，消防ポンプ自動車などの機械器具費の入札残や，救急救命

士養成所等消防学校負担金の執行残などを合わせて2,238万円を減額。 

 目２消防施設費は，消防救急アナログ無線施設撤去工事などの入札残308万円

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いたします。 

 ９ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金は，歳出の減額に伴い4,411万8,000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64万2,000円を減額。 

 款４県支出金は，広島県消防学校派遣職員負担金について39万7,000円を増

額。 

 款５財産収入は，職員退職手当基金の運用益の減収に伴い60万円を減額。 

 款７諸収入は，がん検診助成金，共済金，還付金等について10万円を増額しよ

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（林高正君） 質疑を行います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 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。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号平成28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しました。 

 日程第４，平成29年議案第２号平成29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（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２

号平成29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21億4,754万2,000円に定めようとするものであります。平成28年度当初予算に

比べ１億4,848万9,000円，率にして約7.4％増の予算となっております。 

 この主な要因は，消防はしご自動車のオーバーホールに伴う修繕料や，高機能

消防指令施設中間更新に伴う消防施設費の増額及び退職予定者が平成28年度に比

べ２名増えることにより，退職手当などの人件費が増額になったことによるもの

であります。 

 平成29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，三

次消防署の消防はしご自動車のオーバーホール，庄原消防署高野出張所の消防ポ

ンプ自動車の更新整備や高機能消防指令施設中間更新業務など，安全で安心でき
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る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，前年度予算と比べ，組合分担金１億222万4,000円増

の20億4,528万7,000円，組合負担金１万3,000円減の1,319万6,000円，合わせて

１億221万1,000円，5.2％増の20億5,848万3,000円を計上しております。 

 款２使用料及び手数料は，前年度予算と比べ消防手数料89万1,000円，35.6％

減の161万円を計上しております。 

 款４県支出金は，広島県消防学校派遣職員負担金として49万円，6.3％増の

831万8,000円を計上しております。 

 款５財産収入は，前年度と同額の282万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，広島県防災航空隊派遣職員負担金が生じることなどにより

567万9,000円，900％増の631万円を計上しております。 

 款９繰入金は，退職手当基金からの繰り入れ4,100万円，141％増の7,000万円

を計上いたしております。 

 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，組合議会定例会，臨時会，研修会の報酬など，前年度予算に比

べ４万8,000円，3.5％減の131万円を計上しております。 

 款２総務費は，職員人件費の退職手当の増など3,859万6,000円，7.1％増の５

億8,555万2,000円を計上しております。 

 22ページからの款３消防費は，前年度予算に比べ，職員の採用退職等の異動に

伴い，職員人件費は1,710万8,000円の減。22ページから31ページまでの本部管理

経費，三次消防署，庄原消防署及び東城消防署管理経費で1,579万1,000円の減。

30ページの消防施設費は，高機能消防指令施設中間更新業務により１億4,283万

9,000円の増。消防費全体では，１億994万円，7.7％の増で，合わせて15億

4,330万5,000円を計上しております。 

 30ページからの款４公債費は，元金33万円の増，利子32万9,000円の減で，公

債費全体では1,000円増の1,687万5,000円を計上しております。 
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 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ページに記載の第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 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（林高正君） 質疑を行います。 

 〔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） まず第１に，時間外手当が220万円ぐらい増になっとるん

ですが，特に消防で実働をされる職員の費用になっとるんですが，さっきも議員

の方に聞いたんですが，三六協定で，今は非常に労働過密の中で災害が起こっと

るという課題もあるわけですが，この常備消防の場合，総務と外で働く方との時

間外の上限，まずこれはどうなっとるのか。それから，増えた理由。前年と比べ

ますと増えとるんですが，その辺の理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（林高正君） 答弁。 

 〔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） ただいまの松浦議員の御質問でございますが，職員

の時間外手当が上限と総額の増額でございますけど，上限というのは，特に代表

的なものはありませんが，交代勤務をしておりますので，時間外といいますか，

休日手当でありますとか，そういったものが通常の日勤者以外の隔日勤務者には

そういう手当がございます。 

 火災，災害等では，時間外勤務をすることはございますが，こういったものは
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それぞれの職員の給与によって時間外のランクを出しておりますので，特に協定

でそういった条件を設けてはおりません。ただし，災害は除いて，毎年多くの時

間外が発生しているということはございません。ただし，現在は訓練のほう，先

ほど行政報告にありましたが，三次市で防災訓練等ございます。そういった時で

時間外の手当てを支給して，そういう形には時間外に訓練をするということがご

ざいますので，増額になっております。 

 〔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） 私どもの議員が国会の委員会でただした案件なんですが，

今，常備消防の現場でいじめ等が，非常に起こっとるということで，今年の２月

に総務省のほうからアンケートがこの消防署にも届いとるんじゃないかと思うん

ですが。非常にそういったことで，例えば訓練で，訓練を通していじめをする，

腕立て1,000回とか，こういったことが起こっとる実態があるわけ。そういう中

で，消防士13人が処分をされる消防署があるとか，非常に問題があることが発生

しとるというんで，総務省もアンケートをとってその対策に乗り出す。当消防署

では，そういったいじめとか，そういったことが発生をしてないのかどうか。 

 あるいは，労働災害ということは，市民の財産，安全，命を守るという中で，

それの第一線に立っとる職員が，健康で安全な職場環境の基で仕事をやり遂げて

るという点では，職員に対するそういった公正的な取り組みが今非常に問われて

いるんではないかと思うんです。そういったことで，それを定めているんが労働

安全衛生法ですよね。これをきっちり事業者として守られているのかどうか。事

業所の人数によって，それを管理する管理者等も何通りもあるわけですが，こう

いった管理者がしっかりと指定をされて，機能をしているんかどうか。 

 とか，産業医等も，これは人数なんで，三次市の職員と一緒にそういった対応

が，産業医の対応ができているのか。 

 あるいは，安全委員会がつくられて，全てに渡って調査や審議がされているの

かどうか。 

 こういった整備についてお伺いいたします。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 答弁。 
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 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 議員質問がありました，まずパワハラとかのいじめ問

題でございますが，確かに全国で何カ所かで発生をして，公表されております。

そのときに，直ちに各署所に注意喚起を促しました。私ども管理職を中心に調査

をしてまいりましたが，そういうことは全くございません。 

 それと，今の労働衛生基準の関係でございますが，議員御存じのとおり，消防

には労働組合ございません。そのかわりと言ってはなんですが，平成８年10月に

消防職員委員会というものが公的に施行されました。これは消防組織法の17条で

ございます。これは委員を職員の中から選出して，３つの項目についてするもの

であります。まず，１番目が勤務条件，２番目が被服及び装備品，３番目が消防

用に供する消防の機械器具等について職員側の意見を出していただき，それを議

員が審議し，それを消防長がまた答弁をすると，回答するというものでございま

す。 

 ちなみに，28年度は15件の職員からの意見がございました。主なものとします

と，ドライブレコーダーの設置でありますとか，出張所における屋外のスピーカ

ーをつけていただきたいとか，その他，服装のポケットの改善などとか，そうい

うものもろもろでございました。 

 私の回答で，直ちにできるものにつきましては，ドライブレコーダーでありま

すとか，出張所の屋外スピーカーについては直ちにします，そのほかにつきまし

ては前向きに検討ということで，回答いたしているというところでございます。 

 その他，衛生関係でございますが，衛生委員会というものを当然設置しており

ます。衛生管理者というものを資格を持っておる者が，私を含めまして何名かお

りまして，そのうちの１名を選任しております。年に１回以上委員会を開きまし

て，産業医のほうを迎えまして，職場環境の巡回査察でありますとか，意見を統

制ということで会議を行っております。 

 その他，公平委員会も設置いたしまして，職員からの不服申し立てについて

も，あれば委員会で審議するというシステムになっておりますので，御理解をい

ただきたいと思います。 

○１番（松浦昇君） よくわかりました。 

 それと，もう一点は，出張所が大分建築してから経つわけですが，これ等の計
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画的な建替えといいますか，そういったこともある程度金を積みながらというん

ですか，市が追加，消防署に積まれるという必要があるんじゃないかと思う。そ

の辺の長期的な５カ年とか10カ年計画の中で，出張所の建替え等についても論議

をされているのかどうか。 

 〔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。 

 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 組合議会の研修で，一昨年だったと思いますが，各出

張所と署，全部ではございませんが議員の方に回っていただきました。その後，

議長の意見がございましたとおり，出張所の，特に仮眠室については早急な改善

が必要であるということをいただきまして，早急に計画を立てて建替えをしてい

かなければならないということでございますが，12月の議会でも申しましたとお

り，７つ出張所がございます。それで，まだ正式ではございませんが，甲奴の出

張所が，県道の拡幅工事によりまして立ち退きの予定があります。まだこれは決

定ではございません。それを契機に，各出張所それぞれ建築計画ということで，

計画を速やかに管理者と協議いたしたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 

○１番（松浦昇君） 終わります。 

○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。 

 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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第２号平成29年度備北地区消防組合一般会計予算（案）について
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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29年備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

            午後２時39分 閉会 
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