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平成３０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 才田 申士  予防課長 石田 英二 

 警防課長 野崎 浩昭  通信指令課長 山添 徳宏  三次署長 湧田 勝則 

 庄原署長 熊野 美博  東城署長 正畑 慶治 

  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 

 

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 
備北地区消防組合火災予防条例の一部を改

正する条例（案） 
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第４ 議案第２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） 

第５ 議案第３号 
平成２９年度備北地区消防組合一般会計補

正予算（第２号）（案） 

第６ 議案第４号 
平成３０年度備北地区消防組合一般会計予

算（案） 

第７ 議案第５号 
備北地区消防組合監査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９時５８分 開会 

○議長（杉原利明君） 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。 

 定刻より少し早いですけれども，おそろいでございますので会議を始めさせて

いただきたいと思います。 

 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30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，署名者は弓掛議員及び坂本副議長を指名いたし

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，年度末で大変お忙しい中でありますが，御出席を賜り厚く御

礼を申し上げさせていただきます。 

 また，当組合の運営につきましては，議員の皆さんの御理解と御協力により今

年度も予定しておりました業務を順調に進めさせていただいておりますことに対

しまして，私のほうから代表して心から感謝を申し上げたいと思っております。 
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 さて，東日本大震災発生から丸７年が経過いたしましたが，行政を担う立場と

して３月11日のあの日を決して忘れてはならないと思いますし，危機管理の観点

からも東日本大震災のさまざまな教訓を生かすこと，想定外はあり得ないという

ことを肝に銘じまして，これから減災・防災に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

 昨年は７月に九州北部豪雨災害が発生し，備北地区消防組合では，平成23年に

発生した東日本大震災以来の出動となりますが，緊急消防援助隊を即日出動さ

せ，７月６日から７月20日まで延べ15日間，44名の職員を派遣し，救助，救急，

人命捜索活動を行いましたが，不幸にも40名の方が亡くなられ，1,400棟余りの

家屋に甚大な被害が及びました。 

 改めて，これらの災害に対しまして尊い命を亡くされた方々の御冥福をお祈り

いたしますとともに，被災者の皆様の御労苦をお察し，一日も早い復旧，復興を

願っております。 

 あわせて，今年度を振り返ってみますと，ことしに入りまして大雪や寒波によ

る生活への影響があったものの，当管内では大きな被害をもたらす災害は幸いに

もありませんでした。先ほど申し上げましたように，７月の九州北部豪雨災害を

初め，台風の上陸や大雨，過去最大の寒波による雪害，さらには草津の本白根山

の噴火など，全国各地で尊い人命が奪われ，多くの家屋に甚大な被害が発生しま

した。 

 また，火災につきましては，札幌市の支援住宅火災を初め愛媛県の障害者支援

施設火災，北九州市共同住宅火災などで尊い命が犠牲になっております。特に冬

は空気が乾燥することに加え，火気の使用が増えることから全国的に火災が多く

発生し，当管内におきましても，ことしになり野焼きを含め火災が多発しておる

状況でございます。 

 改めて，消防の責務の大きさと災害や火災などの対応力強化の重要性を痛感す

るとともに，住民の皆様の生命，身体及び財産を守るために着実に消防防災体制

の強化を図ることを再認識しておるところでございます。 

 このような状況の中で，平成30年度予算におきましては，消防ポンプ自動車の

更新や高規格救急自動車の更新など車両の整備，また12月定例会で御議決いただ

き，現在新庁舎建設の実施設計を進めております三次消防署甲奴出張所新庁舎建
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設整備事業など，消防力の充実強化を図る予算として引き続き災害の未然防止に

向けて火災調査，予防指導の徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 なお，消防行政の詳細に当たりましては，この後，消防長が説明を申し上げさ

せていただきます。 

 本日は，平成29年度備北地区消防組合一般会計補正予算（案）及び平成30年度

の一般会計予算（案）外議案３件を提案させていただくことにしております。 

 厳しい財政状況を踏まえ，最少の経費で最大の効果が得られるような予算とし

たところでございますので，よろしく御審議の上，御議決いただきますようお願

い申し上げまして私のほうからの御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

○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） 失礼します。お許しをいただきましたので，お手元

に配付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29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29年中に

58件の火災が発生しました。火災により１名の方が亡くなられ，10名の方が負傷

されております。平成28年に比較しまして10件減少しております。亡くなられた

１名の方は建物火災での逃げ遅れによるものであります。 

 昨年の火災件数は平成28年に比べ減少はしておりますけれど，残念ながらこと

しに入り既に20件もの火災が発生し，庄原市では火災多発警報が発令されている

ところであります。 

 当消防組合におきましては，引き続き消防車両による広報，両市消防団及び自

治防災組織や新聞などマスメディア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。 

 次に，４ページからは平成29年中の救急出場状況であります。 

 総出場件数は4,251件で，前年に比較しますと22件減少しております。搬送人
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員は4,089名で，高齢者の搬送割合が依然として高く，全体の73.9％を占めてお

ります。平成22年からは救急出場件数は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ものと

予測しております。 

 ５ページは救急隊員の行った応急処置等の状況であります。 

 116名の心肺停止患者のうち93名の方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られます。 

 続いて，７ページの高速道への救急出場状況は，中国自動車道に11件，尾道松

江自動車道には14件出動しており，内訳は交通事故17件，急病が８件という状況

であります。 

 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22件，

島根県ドクターヘリが５件の合計27件であり，内訳は三次市が20件，庄原市が７

件であります。 

 また，昨日より鳥取県ドクターヘリが運航を開始したことで当組合から出動要

請を行うことも考えられます。 

 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，散水及

び危険防止の警戒出動に延べ15隊の消防隊などが出動しております。 

 続いて，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50件で，前年に比較しまして２件増加いたしております。実際に救

助活動を伴った出動は29件で30名の方を救助しております。 

 10ページは救命講習実施状況であります。 

 昨年１年間で各種救命講習，救急教室を含め延べ6,071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られます。

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のが特徴

であります。 

 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6,456件で，前年に比較しまして31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1,872件で，総受信件

数の約３割という状況であります。 

 また，緊急通報システムの受信状況は総受信件数1,704件で，83件の救急要請
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と１件の火災通報があり，救急隊や消防隊が出場しております。 

 次に，12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番通報シ

ステムは現在２名の方が利用登録されておられますが，いずれも受信はありませ

んでした。 

 続きまして，13ページから14ページは平成30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，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あります。 

 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。これに合わせ文化財査察を20件実施し，結果は適正が15件，不適と

して通知書を交付したものが５件ございました。この不適につきましては消火器

などの点検未実施がほとんどで，既に改修されたところもあり，近日中の改修に

向け動かれておられます。 

 続きまして，17ページからの平成30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，三次消防署と三次消防署作木出張所

の消防ポンプ自動車と三次消防署口和出張所の高規格救急自動車の更新，そして

救急隊用ＡＥＤの更新，また三次消防署甲奴出張所庁舎建設整備事業を計画いた

しております。 

 更新しようとしております三次消防署及び三次消防署作木出張所の消防ポンプ

自動車は平成11年式と平成12年式で18年から19年を経過しており，更新計画に基

づき更新しようとするものであります。 

 三次消防署口和出張所の高規格救急自動車は平成15年式で現在24万4,000キロ

を走行しており，更新計画に基づき更新しようとするものであります。 

 また，救急隊用ＡＥＤの更新につきましては，現在３消防署，７出張所の高規
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格救急自動車13台にＡＥＤを１台ずつ積載しておりますが，そのうち８台の機種

は平成21年７月に製造終了となり，さらには消耗品の供給，アフターサポートに

つきましても本年12月31日をもって終了するため，該当するＡＥＤ８台を更新す

るものであります。 

 また，三次消防署甲奴出張所庁舎建設整備事業につきましては，主要地方道吉

舎油木線の道路改良事業に伴い移転が必要となり，新庁舎を建設するものであ

り，平成30年度中には新庁舎で業務を開始するよう考えて実施設計を行っとると

ころであります。 

 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，組織の底上げを図ります。 

 救急体制につきましては，現在救急救命士48名のうち45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２名は研修

を修了し，今月14日に国家試験を受験し，現在合格発表待ちであります。平成

30年度は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，一般救急隊員への再教育，救急救命士の高度救命処置を引き続いて研修

してまいります。 

 また，市民の皆さんに対する応急手当てなど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んでいく所存であります。 

 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，昨年に引き続き全国消防救助技術指導会出場を目指して救助技術の錬

磨に励みます。 

 また，本年は愛媛県宇和島市で予定されております全国緊急消防援助隊，中

国，四国ブロックの合同訓練に参加を予定しております。 

 予防防災対策の推進につきましては，防火対象物，危険物施設などへの効果的

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
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び施設へ対して是正指導を行ってまいります。 

 また，防火管理者及び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も行います。 

 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も計画いたし

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

理を積極的に周知いたします。 

 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遂行能力の向上を目的としまして，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し，習得した知識，技術については研修会などにより職員へ

のフィードバック研修を実施いたします。 

 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30年度の主要事業（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，職員一丸となりまして消防使命，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お願い申し上げて，行政報告とさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○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，平成30年議案第１号備北地区消防組合火災予防条例の一部

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（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

号備北地区消防組合火災予防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，違反対象物に係る公表制度の実施についての通知に基づき，消防法令

に係る重大な違反のある防火対象物についてその違反内容等を公表するため，関

係条例である備北地区消防組合火災予防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，防火対象物の消防用設備等の状況の公表について定めようとする

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（杉原利明君） 質疑を行います。 

 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１号備北地区消防組合火災予防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30年議案第２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）について御説明申し

上げます。 
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 本案は，地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公

布されたことにより，関係条例である備北地区消防組合手数料条例の一部を改正

しようとするものであります。 

 その内容は，危険物貯蔵所設置許可申請及び危険物施設の設置の許可に係る完

成検査前検査に係る手数料の変更について定め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（杉原利明君） 質疑を行います。 

 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） 今回の改正は，このように上位法に基づく改正だと理解

するんですが，危険物貯蔵所の設置許可申請手数料と危険物施設の設置の許可に

係る完成前検査の検査手数料，この２つのものについて手数料の改正が行われま

すけども，これらを例えば危険物の貯蔵所を設置する場合は，今回改正のこの２

つの手数料が同時にかかってくるのかどうかお伺いしたいのと，この条文を読ま

せてもらったんですけども，非常に理解しづらかったんですが，例えば危険物貯

蔵庫設置許可申請手数料の場合にですね，４項，５項，６項のところが略になっ

てる。３項のところは準特定屋外タンク貯蔵所に係る審査の手数料となっており

ますけれども，略になってるところの４項，５項，６項のところが３項のような

表現とどこがどのように違うのか，わかりやすく説明していただきたい。 

 以上，２点でございます。 

 〔予防課長（石田英二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 石田予防課長。 

○予防課長（石田英二君） 新家議員から手数料条例の一部改正に係る２点の質

問をいただきました。まず危険物の貯蔵，許可に係る完成手数料は，これは貯蔵

タンクを設置しようとする場合に必要になる手数料であります。もう一つの完成

検査前の手数料に関してはタンクをこの備北の管内で作成した場合にそのタンク

の検査に係る検査の手数料のことを言っていますので，同時にかかる場合の地域

でつくったものに関しては，同時にかかりますけども，他の地域で作成されたタ

ンクを当管内に持ってきて設置する場合には同時にかかることはございません。 
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 もう一点でございますけども，略称規定を設けておりますが，準特定タンクと

申しますのは500キロリットル以上のタンクでございまして，かなり大きなもの

を言っております。実際に三次，庄原市内に500キロリットル以上のタンクを有

する許可施設は存在はしておりませんけども，もう一つの略称規定のところは準

特定タンクと特定タンクのことを申すわけでして，これは本来，改正の範囲とな

りませんのでこのまま省略さすということにしております。 

 以上でございます。 

 〔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） ３項の準特定屋外タンクが500キロリットル以上という

のは分かっとるんですけど，この４項，５項，６項のところが同じようにどうい

ったものがここに規定されるものかというのが知りたかったんですが，長くなる

ようでしたら後で結構ですから，聞きに行きますのでそのときに教えてくださ

い。 

○議長（杉原利明君） 後ほど聞きに行ってください。 

○８番（新家良和君） はい。 

○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，これにて質疑を終結いたします。 

 討論を願います。 

            〔「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５，平成30年議案第３号平成29年度備北地区消防組合一般会計補正予算
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（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３

号平成29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，歳入歳出それぞれ7,731万1,000円

を減額し，補正後の総額を20億7,023万1,000円にしようとするものであります。 

 それでは，12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，給料，職員手当等及び共済費を合わせて648万

1,000円を減額。 

 一般管理経費は，委託料や事務機器借り上げ料などの入札残や手数料の執行残

などを合わせて1,184万1,000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2,518万8,000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，指揮広報車などの機械器

具費，はしご付消防自動車分解整備事業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1,760万2,000円を減額。 

 目２消防施設費は，高機能消防指令施設中間更新業務委託料の入札残1,619万

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いたします。 

 10ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金は，組合分担金及び救急業務支弁金について9,758万

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の増により54万

6,000円を増額。 

 款４県支出金は，広島県消防学校派遣職員負担金21万9,000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110万円を減額。 
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 款６繰越金は，前年度からの繰越金1,761万円を増額。 

 款７諸収入は，広島県防災航空隊派遣職員負担金など300万2,000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（杉原利明君） 質疑を行います。 

 質疑の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３号平成29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６，平成30年議案第４号平成30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４

号平成30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。 

 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

22億2,786万5,000円に定めようとするものであります。平成29年度当初予算に比
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べ8,032万3,000円，率にして3.7％増の予算となっております。 

 この主な要因は，消防ポンプ自動車，高規格救急車の更新に伴う備品購入費の

増額及び退職予定者が平成29年度に比べて３名増加するなどによるものでありま

す。 

 平成30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，三次消防署作木出張所の消防ポンプ自動車，口和出張所の高規格救急

車，救急隊用ＡＥＤの更新整備及び甲奴出張所庁舎建設整備事業など，安全・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，前年度予算と比べ組合分担金4,358万9,000円減の

20億169万8,000円，組合負担金160万4,000円減の1,159万2,000円，合わせて

4,519万3,000円，2.2％減の20億1,329万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20万円，12.4％増の

181万円を計上しております。 

 款５財産収入は，前年度予算と比べ利子及び配当金80万円，28.4％減の202万

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，三次消防署甲奴出張所庁舎移転補償金などにより8,043万

4,000円増の8,674万4,000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5,400万円，77.1％増の１億

2,400万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，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1,000円減の130万9,000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4,333万6,000円，7.4％増の６

億2,888万8,000円を計上しております。 

 22ページからの款３消防費は，前年度予算に比べ給与改定や共済掛け率の変更

などに伴い職員人件費660万3,000円の増。 
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 23ページから29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4,246万9,000円の増。 

 28ページの消防施設費は，三次消防署甲奴出張所庁舎建設整備経費が加わった

ものの，前年度の高機能消防指令施設中間更新業務の完了により990万6,000円の

減，消防費全体では3,916万6,000円，2.5％の増で合わせて15億8,247万1,000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184万8,000円の減，利子33万円の減で，公

債費全体では217万8,000円減の1,469万7,000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） 質疑を行います。 

 質疑が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） ３点ほどお聞きしたいと思います。 

 最初に，12ページ，13ページの繰入金の項目ですが，職員退職手当基金繰入金

が１億2,400万円で対前年比5,400万円の増になってますが，平成29年度の

7,000万円の計上で28年度比4,100万円の増額です。合わせて２年間で9,500万円

増額になっておりますけれども，これに伴って職員退職手当基金の残高が今幾ら

になったかということをお聞きしたいと思います。 
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 ２点目に，23ページから24ページですが，23ページの本部管理経費のところの

11番需用費の修繕料が前年度に比べて4,000万円減少しております。次のページ

の18の項目の消防車両，資機材，機械器具費のところの消防車両，資機材，上か

らの３点ですけども，ここが１億1,500万円で前年度比で7,400万円の増額になっ

ておりますが，それぞれの主たる理由についてお聞かせ願いたいと思います。 

 最後に，31ページ，消防庁舎の建設整備経費で１億4,900万円の計上がござい

ます。甲奴の消防庁舎ですが，これの建設移転に係る総事業費がこの１億

4,900万円でいいのかどうか総事業費についてお伺いしますのと，先ほどの報告

で平成30年度中に新庁舎での業務を開始したいという説明が消防長からございま

すけども，概略の建設スケジュール，日程も含めた概略の，いつごろ建家ができ

てどう移転してという概略のスケジュールを伺いたいと思います。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 新家議員の質問でございます。 

 まず，１点目の退職積立基金の今年度末の残高はという御質問でございます

が，こちらのほう29年度末見込みで４億5,546万3,000円の残高の見込みとなって

おります。 

 それから，先に３点目の甲奴出張所の事業費でございますが，甲奴出張所の建

設経費につきましては31ページ記載の１億4,921万1,000円が総事業費となってお

ります。 

 それから，スケジュールでございますが，スケジュールの概要としましては，

現在建物の実施設計またデジタル無線の基地局の実施設計をいただいておりま

す。無線の基地局につきましては既に終わっておりますが，まだ建物の実施設計

は予算が詰まっているということで実施設計のほうを行っております。実施設計

のほうが終了しますと，新年度に入りまして入札の準備を行いまして，建物の入

札，それからデジタル無線の入札ということになりまして，建物をつくる６月ご

ろには契約のほうを進めさせていただきましたら，おおむね年内には建物，また

あわせて基地局の整備のほうを行いまして，全体には建物，基地局の整備も終え

て，その後，移転のほう，引っ越し等行いまして，また今現在の出張所の解体工

事，こちらのほうも実施設計のほうを行いまして，年度内には解体工事まで終え
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て全て事業を完了したいというふうに考えております。 

 〔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） 失礼します。消防費の備品関係の部分でございます

けれど，来年度三次消防署のポンプ車，さらには三次消防署作木出張所のポンプ

車，口和出張所の高規格救急自動車，３台を購入する予定とさせていただいてお

ります。 

 さらには，救急隊用ＡＥＤ８台，また口和出張所の救急車に積載します高度救

命処置用資機材等々がございますので7,000万円少しの予算アップということで

計上させていただいております。 

 備品の関係は以上です。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） もう一点，修繕料の減額でございますが，こちらの

ほう29年度で三次消防署のはしご車のオーバーホールを行いましたがこちらのほ

うが終了いたしましたので減額となったものでございます。 

 以上です。 

 〔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） 甲奴消防署の移転スケジュール等については理解できま

したが，県道吉舎油木線の拡幅に伴って新しく設置されるところに入る市道，あ

そこのコーナーのところ，私の知ってる限りでこの救急車両が出入りするのに非

常に狭いように思うんですけども，いわゆる新しく移るところに入る，県道から

入るところの市道についても改良の予定があるのかどうか。 

 それから，広島県から移転補償費8,000万円と説明がございましたけども，広

島県からの移転補償費がこの8,000万円だけで全てかどうかお伺いしたいと思い

ます。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 今度，新たに移転する先は事前に伝えております
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が，甲奴支所の隣にどちらも必要となっております。そちらの進入路のことでご

ざいますけど，県とも，先ほど話もさせていただいておりますが，まだ道路改良

の具体的な計画がまだ示されておりません。ただ，その際にですね，取りつけの

ことでありますとか進入路のことにつきましては県の協議会もあわせて考えよう

ということで，市道の改良を行うかどうかまだ現在は決まっておりませんので，

今後また計画を決めましたらお知らせさせていただきたいと思います。 

○議長（杉原利明君） 県からの……。 

○総務課長（才田申士君） 県からの移転補償費でございますけど，まだ県のほ

うから最終的な金額が示されておりません。8,000万円を計上させていただいて

おりますのは概算的費用を見込みまして，予算で歳入させていただいておりま

す。来年度になりまして正当額が決まってくるかと思いますが，まだ県のほうか

ら最終的な金額は示されておりませんので，今度，8,000万円を計上させていた

だいておりまして，この補償費が全てこの補償費が8,000万円ということで今見

込んでおります。 

 〔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） 甲奴出張所の件については第１で提示であり

ますから，今総務課長が言いましたけども，変わる可能性がございますし，

8,000万円を下回るというよりも増える方向で今努力をしておるということで

す。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

 〔14番（赤木忠德君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 赤木議員。 

○１４番（赤木忠德君） 予算ではありませんけども，等級別職員数を見ます

と，平成29年度４月現在では６等級になっていたものが７等級に今年度からな

る。そういうことになると等級別職員の相応の関係で改定がなされるべきではな

いかと思っておりますけども，これはいかがなものでしょうか。 

 〔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） 赤木議員さんの先ほどの質問なんですが，御存じの
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ように備北地区消防組合では三次市の給与条例を準用しております。 

三次市さんが１級から７級に改正されたということに合わせまして今回備北消

防も１級から７級に合わせた次第であります。 

○１４番（赤木忠德君） はい，わかりました。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

 〔５番（弓掛元君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 弓掛議員。 

○５番（弓掛元君） お聞かせください。 

 予算のなんですが，バランスシートがないんですけども，その辺をお伺いした

いのと，それから６月15日からの民泊新法が実施されると思うんですけれども，

今度民泊のほうでいろんな人が宿泊するかと思うんですけど，今後の対策はどう

考えておられるかお答えください。 

 〔総務課長（才田申士君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 才田総務課長。 

○総務課長（才田申士君） 弓掛議員のただいまの質問ですが，バランスシート

ということでお答えをしたいんですが，バランスシート等を含めた書類を現在，

年度明けに向けて作成をしておりまして，このたびの皆さんのお手元にはござい

ません。またそのバランスシート等の作成ができましたら皆様にご提示したいと

いうふうに思います。 

 〔予防課長（石田英二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 石田予防課長。 

○予防課長（石田英二君） ２点目の民泊新法に係る御質問でございますけど

も，６月15日法律の施行ということで承知しておりまして，市あるいは県の関係

機関と情報を共有しながら，新たに届け出が出るものにあっては必要となる調

整，防火管理の措置をとっていただくという指導を行うようにしておりますし，

今の届け出に関しましては消防署へ事前に消防法令の適合通知申請書が出てくる

ことになっておりますので，恐らく届け出がされる前に全て消防のほうで把握で

きるものと承知しております。 

 以上でございます。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑なしと認め，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４号平成30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。 

 日程第７，平成30年議案第５号備北地区消防組合監査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（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５

号備北地区消防組合監査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，備北地区消防組合監査委員の田邊宣昭氏の任期が本年３月27日をもっ

て満了となるため，引き続き同氏を監査委員として選任することについて地方自

治法第196条第１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，委員の任期は４年となっております。 

 よろしく御審議の上，御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） 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。 
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            〔「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５号備北地区消防組合監査委員の選任の同意を求めることにつ

いては同意することに決しました。 

 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30年備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れさまでした。 

            午前１０時５５分 閉会 
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