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令和２年１２月２５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 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       田邊 宣昭 

      落合 裕子 

  以上１３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 

備北地区消防組合
会 計 管 理

備北地区消防組合 
監 査 委 員
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第３ 報告第１号 
専決処分の報告について（損害賠償の額を

定めることについて） 

第４ 議案第９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） 

第５ 議案第10号 
令和元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11号 
令和２年度備北地区消防組合一般会計補正

予算（第１号）（案） 

第７ 議案第12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（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名であります。 

 ただいまから令和２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86条の規定によって，署名者は新田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（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） 皆様，おはようございます。 

 本日，令和２年12月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，

議員の皆様におかれましては何かと御多用の中，御出席を賜りまして御礼を申し

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，心から御礼

を申し上げる次第でございます。 

 さて，今年一年を振り返ってみますと，近年，全国で毎年のように豪雨や台風

などによる自然災害が発生をいたしまして，またその規模も激甚化，頻発化して
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いる中，熊本県南部を中心とした九州地方や，西日本から東日本にわたる広範囲

の地域で河川の氾濫や浸水害，土砂災害が起きた令和２年７月豪雨が発生いたし

まして，貴い命，財産が奪われるなど，甚大な被害をもたらせたところです。 

 また，管内では人的な被害を及ぼす大規模な自然災害はなかったものの，林野

火災や建物火災が発生し，林野火災では１名の方がお亡くなりになりました。改

めましてお亡くなりになった方々の御冥福をお祈りいたしますとともに，被災さ

れた方々には心からお見舞いを申し上げます。 

 また，今年の出来事としてはもう一点，皆様御承知のとおり，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なっています。これほどまで

に国民生活や経済・産業活動などに影響を及ぼした出来事というのは初めて経験

するものですが，いまだに収束には至っておらず，むしろ現在はまた全国的に感

染拡大傾向にあるといった状況でありまして，第３波と言われるほどの勢いで蔓

延し，行政運営においても感染拡大防止対策に万全を期しているところでありま

す。 

 このようなコロナ禍の中，当消防組合管内におきましても今月に入り三次市で

新たに６人の方が，また庄原市におきましても２名の方が感染症患者として発表

されております。来週は年末年始を迎えるに当たり，油断はできない状況となっ

ています。 

 現在，当消防組合におきましては，業務体制を非常体制に引き上げ，県や市，

また医療機関と連携をして患者の救急搬送などを迅速に対応することとしており

ます。これまでの職員の奮闘に感謝申し上げますとともに，引き続き感染拡大防

止に向け，全力で対応してまいりますので，御理解と御協力をいただきますよう

お願いいたします。 

 これからも住民の信頼と負託に応えるため，住民の生命，身体及び財産を守る

ことを最優先に，自然災害による大規模災害，火災及び救急救助など，いかなる

場面でも即応実践対応ができるよう，消防防災体制，高度救急救命体制の整備を

図ってまいります。 

 なお，管内の災害状況など，消防行政の詳細につきましては，後ほど消防長か

ら説明を申し上げます。 

 本日は，専決処分の報告，令和元年度の決算認定，令和２年度の補正予算



- 5 - 

（案）など，報告１件，議案４件を提案することとしております。提案理由等の

説明につきましても，後ほど説明を申し上げます。 

 それでは，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（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） 皆さん，おはようございます。 

 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

づきまして御報告をいたします。 

 本日も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

かと思いますが，御了承いただければと思います。 

 行政報告の前に，１件おわび申し上げます。 

 本日の議案として上程させていただきます損害賠償の額の決定につきまして，

去る11月７日，三次市西酒屋町におきまして住宅調査を行っていた際，三次消防

署のポンプ車が集合住宅前の敷地で方向変換のためバックしておりましたとこ

ろ，敷地内に設置されております浄化槽の蓋にポンプ車のタイヤが接触いたしま

して，蓋及び蓋の受枠を破損させる事案が発生いたしました。平時で誘導員もい

ながら，確認不足により発生しましたことは，誠に残念で申し訳なく思います。 

 事故発生後，所属職員に対しまして，誘導する前には周囲の確認をしっかりと

行った後，細心の注意を払いながら誘導するよう指導をしたところでございま

す。 

 御迷惑をおかけしました関係者の方に対し，おわび申し上げますとともに，再

発防止に努めてまいる所存でございます。本当に申し訳ございませんでした。 

 それでは，まず最初に新型コロナウイルス感染症に対する組織体制について御

説明申し上げます。 

 全国的に猛威を振るい，いまだ収束の見通しが立たない新型コロナウイルス感

染症に対し，当組合では本日まで対面・書面会議を含め15回の危機対策会議を開

催し，対応計画の見直し，危機レベルの決定，職員の感染防止，救急業務におけ

る安全管理体制，業務の内容，縮小，拡大等の検討を行い，県内感染状況等を踏
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まえ，危機レベルを決定してまいりました。 

 当初，危機レベルにつきましては３段階の注意・警戒・非常体制で運用してお

りましたが，実情にそぐわない部分も出てまいり，３段階のうち非常体制をさら

に２段階に分け運用することとし，今日現在のレベルは非常体制・危機レベル３

の１として業務に当たっております。 

 なお，感染者の移送につきましては，８月12日開会の組合臨時会のときに御報

告させていただきましたように，24件28名の方を指定医療機関に移送し，８月９

日の移送を最後に本日まで移送はございません。 

 それでは，行政報告資料に基づき御報告させていただきます。 

 １ページ，資料１の令和２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，消防職員として基礎的なことか

ら高度な知識及び技能を習得させることを目的に，広島県消防学校に延べ14名を

入校させています。また，これから16名の職員を入校させて研修を行うこととし

ております。 

 救急救命士の養成につきましては，北九州市にございます救急救命九州研修所

におきまして１名が指導救命士養成研修を修了し，現在は３名の職員が救急救命

士養成課程に入所し，来年３月に実施されます国家試験の合格を目指し研修中で

あります。 

 次に，兵庫県のはりま交通研修センターで火災，救急等の出動時の緊急走行に

対する緊急車両運転者特別研修を２名の職員に受講させております。 

 次に，(4)その他の職員研修として，若手職員の育成，また組織の底上げを目

的として，警防，予防，救急救助全ての分野におきまして実施または実施予定と

しております。職員の中でも若手の職員が積極的に参加してくれており，これら

の研修を通じて人材育成，若手職員の育成が図られ，組織力の底上げができてい

るものと確信しているところでございます。 

 次に，３ページの消防車両，施設等整備についてでございます。 

 まず，車両の更新につきましては，本年５月29日開会の組合議会臨時会におき

まして御議決いただきました庄原消防署の13メートルブーム付多目的消防自動車

は，10月29日に納車され，10月30日付で庄原消防署に配備したところでございま

す。 
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 次に，議決案件ではございませんでしたが，三次消防署の高規格救急自動車の

更新につきましては，５月13日に車両本体，また資機材に分け指名競争入札を行

い，車両本体については４者指名し，税込み1,937万9,800円にて広島トヨタ自動

車三次店様が落札，資機材につきましては４者指名し，税込み1,100万円にて日

本船舶薬品株式会社広島営業所様が落札され，車両本体，資機材とも12月10日に

納入され，翌日11日に三次消防署に配備したところでございます。 

 次に，通信指令関係の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

でありますが，この無線設備は平成24年度に整備した設備であり，設備の適正な

維持管理のため，耐用年数を迎えたルーター等のネットワーク機器を更新するも

のでございます。 

 この更新につきましては，現在運用中の無線設備の運用を中断することなく更

新を行う必要があることや，指令設備との関連性を考慮した際，通信指令業務を

中断することなく更新する必要がありますので，当消防組合の消防救急デジタル

無線システムを構築し，保守委託契約業者のＮＥＣネッツエスアイ株式会社が最

適であり，地方自治法施行令167条の２第１項第２号により随意契約とし，令和

２年５月27日付で税込み1,741万3,000円で契約を締結，令和３年３月末までには

業務完了となる予定でございます。 

 また，通信指令棟機械室空調設備改修工事につきましては，指令センター裏に

あります機械室の空調設備を改修したものでございます。この機械室にはサーバ

ー，蓄電池設備，指令制御装置など無線指令設備に係る重要な設備があり，常

時，一定の温度を保持する必要があることから，古くなりました空調設備を改修

したものでございます。 

 本件につきましては，三次市内，庄原市内の対応可能業者６者を指名いたし，

５月25日，指名競争入札を執行し，有限会社荒木電工様が税込み265万3,200円で

落札され，10月30日に完成いたしております。 

 次に，３ページ下段の職場環境等の整備につきましては，表中に記載のとおり

口和出張所庁舎前の舗装修繕工事，庄原消防署の訓練塔床板張り替え，高野出張

所の外部スピーカーの取付工事を行い，いずれも既に完成いたしております。 

 施設整備に関連いたしまして，昨年12月に開会いたしました組合議会定例会に

おきまして，横光議員様から庁舎建て替えについてどのように考えているのかと
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いう内容の御質問があり，将来的に計画を立て，管理者，副管理者とも協議を行

い，道筋を立てなければならない時期でありますと答弁させていただいておりま

す。 

 このことにつきまして，三次市，庄原市財政当局との事務レベルでの会議を行

ったところですが，その中で今後，庁舎の大規模な改修や建て替えを検討してい

く上で，個別の施設ごとに具体的な更新計画等を作成した上で，財源や建物のリ

ース，基金，組合債の発行など多角的に検証を行いつつ，今後も両市関係部局と

連携を密に情報共有を図りながら継続的に協議検討していくこととなりました。 

 厳しい財政状況ではありますが，建物の老朽化など避けて通れない課題であり

ますので，これを契機に一歩ずつ前に進めていかなければならないと考えており

ます。 

 次に，４ページの12月15日現在の主要行事等につきまして，10月25日日曜日に

十日市親水公園におきまして，多くの市民の皆様の参観をいただき，消防技術大

会を開催いたしました。出場職員全員が消防技術の向上を目指し，士気旺盛な大

会となりましたとともに，市民の皆様にも消防のよいＰＲができたのではないか

と思っております。 

 しかしながら，タイムを競うあまり，基礎的なことができていなかった若手の

職員が数名見受けられ，今後も引き続き基礎的な訓練を継続して行わなければな

らないと思っております。 

 次に，令和２年度防火管理講習会及び再講習についてでございます。 

 今年度につきましても，昨年度同様，日本防火・防災協会へ委託し，甲種防火

管理者資格取得の新規講習につきましては，当組合から講師を派遣し，52名の方

に対し講習を行い，さらに再講習におきましては10名の方に対し講習を行ったと

ころであります。 

 また，住民の皆様に対する応急手当ての普及啓発活動として普通救命講習救急

教室等，延べ97回1,749名の方に対し，心肺蘇生法ＡＥＤの使用方法などの講習

を実施しております。 

 そして，(4)他の団体との合同想定訓練でありますが，４ページ下段まで，消

防団，住民の方や他の機関などと地域防災訓練，火災想定訓練，危険物施設火

災，救助救急を想定した合同想定訓練を合わせて11回実施し，延べ549名の参加
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をいただいております。 

 引き続き，自主防災組織及び消防団，また他の機関との合同訓練につきまして

は新型コロナ感染症の感染拡大状況を見つつ，積極的に実施してまいる所存でご

ざいます。 

 そのほか，(5)に記載いたしております緊急消防援助隊中四国ブロック合同訓

練ですが，本年11月13日，11月14日の両日，山口県下関市において行われた訓練

では，当初，当組合から職員を派遣し，大規模な地震等を想定した各消防機関と

の連携活動訓練を実施し，災害時における応援体制の充実強化を図るところでご

ざいましたが，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から規模が縮小された

ことで，訓練参加には至っておりません。 

 しかしながら，来年度は備北地区消防組合が担当でこの訓練を実施することか

ら，訓練運営，部隊運営のため８名の職員を派遣，参観させ，運営等の見分，検

証をさせてもらったところでございます。 

 参考までに，来年度の緊急消防援助隊中四国ブロック合同訓練は，令和３年

11月６日，７日の両日，三良坂町灰塚ダム周辺や十日市親水公園などを中心に各

種訓練を実施するよう計画しているところでございます。 

 次に，５ページから６ページまでの資料２は，本年１月１日から12月15日現在

の火災，救急救助の出動状況，消防・防災ヘリコプター及びドクターヘリの活用

状況及び高速道路への出動状況でございます。 

 ５ページ１の火災発生状況につきましては，12月15日現在，57件発生し，前年

同時期に比べ14件減少している状況でございます。 

 火災による死者は１名，負傷者は８名で，前年同期に比べ，死者で１名，負傷

者で２名減少となっております。残念ながら亡くなられた１名の方は，林野火災

によりお亡くなりになっておられます。 

 負傷者の方につきましては８名であり，建物火災で３名，林野火災で１名，そ

の他の火災で４名という状況で，そのほとんどの方が初期消火中に負傷をされて

おられます。 

 また，火災種別では，依然として昨年同様，建物火災，その他の火災が多く発

生いたしております。引き続き，火災予防広報などを通して，なお一層の火災予

防啓発に努める所存でございます。 
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 ２の救急出場状況につきましては，12月15日現在，3,741件出場し，昨年同時

期と比較しまして427件と大きく減少しております。 

 この出場件数の大幅な減少につきましては，全国的に見ましても同様の傾向が

あり，新型コロナウイルス感染症拡大による病院控えが考えられると思います。 

 次に，６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

び尾道松江道への出場状況でございます。 

 救助出動状況につきましては，50件出動，そのうち29件活動し，30名を救助，

29名の方を医療機関へ搬送いたしております。昨年同時期に比較いたしまして，

出動件数で５件，救助人員で３名減少いたしております。 

 消防・防災ヘリコプターの活用状況は，林野火災による空中消火要請が２件，

救急搬送３件，救助で１件，訓練で８件，計14件の活用をいたしております。 

 また，ドクターヘリの活用状況は，要請件数38件で，活用件数は30件でありま

す。 

 なお，病院間での施設間搬送につきましては３件となっている状況でございま

す。 

 続いて，中国自動車道への救急出場状況は，６件出場しまして６名を医療機関

に搬送し，また中国横断道尾道松江線では13件出場し，11名の方を医療機関に搬

送いたしております。 

 ７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，当組合では50名の職員が救急救命士の資格を有しており，そのうち48名

の救急救命士を３消防署７出張所に配置し，第一線での救急活動に対応いたして

おります。 

 まず，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

検討会や医師による事後検証により技術の向上を図っております。 

 なお，症例検討会につきましては，今後ウェブ開催も視野に入れ調整をしてい

るところでございます。 

 また，救急救命士による気管挿管，薬剤投与など救命処置により５名の方の心

拍が再開し，除細動，いわゆるＡＥＤによる電気ショックの関係の救命処置では

１名の方が心拍が再開されておられます。 

 そして，応急手当てとＡＥＤの使用方法等を含めた救命講習会等を97回
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1,749名の皆さんに対し講習を行っております。 

 本年は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，対外的業務を縮小し

たこと，さらには住民の皆さんからの依頼が激減したことで，昨年同時期に比べ

開催回数で122回，受講者で3,660名と大幅に減少いたしております。 

 次に，８ページの資料４からは，令和２年４月１日から令和２年11月30日まで

の火災予防活動でございます。 

 各種行事や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

ところでございます。 

 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，高

圧ガス施設，火薬類施設等について実施をしております。 

 また，一般住宅防火査察では，一人暮らしの高齢者住宅をはじめ，一般住宅を

訪問して火気使用設備の点検や火災予防を訴えております。 

 火災予防活動におきましても，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から

対外的に業務を縮小したことにより，地域住民，防火対象物を対象としました防

火教室，消防訓練指導等，大幅に減少しているという影響が出ております。 

 表中の活動項目５番目の防火教室及び消防訓練指導では，本年，防火教室等を

27回実施し，1,321名参加されておられますが，昨年は57回実施し，2,387名の参

加をいただいており，実施回数で30回，参加者で1,066名と大きく減少し，また

防火対象物の消防訓練指導では，本年105回実施し，8,947名の参加をいただいて

おりますが，昨年は212回，2,387名の参加をいただき，実施回数で48回，参加者

で7,881名と大幅に減少しているのが実情でございます。 

 次に，９ページ中段から12ページは，令和２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，住宅防火査察，

各種広報等により火災予防を訴えてきたところでございます。引き続いて，新型

コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながら，年間を通しての消防訓練，住宅防

火査察等を継続して実施してまいります。 

 続きまして，13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表のとおり今年１月から11月30日
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までの受信総件数は5,415件で，昨年同時期と比較しますと195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1,924件で，昨年同時期と比較しますと71件減少しております。 

 なお，第３表の他の消防本部からの転送状況につきましては，携帯電話からの

通報で，電波状況や発信位置により，近隣の消防本部に入電することから，備北

地区消防組合通信指令センターに転送されてきた件数となっております。 

 転送元につきまして詳細には記載いたしておりませんが，参考までに安芸高田

消防から10件，福山消防から９件，広島消防から５件，尾道消防から４件，その

他鳥取西部，松江，雲南，江津，新見，東広島，廿日市消防から計９件というこ

とになっております。 

 また，17ページ下段から18ページは，緊急通報システム，福祉ファクシミリ，

メール119，そして今年度から運用開始しております音声による119番通報が困難

な聴覚・言語機能障害者の方がスマートフォン等で円滑に消防へ通報を行えるよ

うＮＥＴ119緊急通報システムの運用状況を掲載しております。 

 従来の緊急通報システムの受信は，火災１件，救急51件を受信し，出動いたし

ております。 

 なお，昨日まで福祉ファクシミリ，メール119での通報はございませんでした

が，昨年10月から運用を開始しておりますＮＥＴ119システムでは２件の通報が

あり，救急出場をしております。 

 また，(4)多言語通訳の運用状況についてでございますが，昨年６月から外国

人からの緊急通報に対応するため，通訳者を介し通報内容を聞き取るもので，

15言語に対応し運用を始めておりますが，現在までの実績はございません。 

 以上で行政報告資料について説明は終わりますが，先ほど冒頭でも申しました

とおり，今年は新型コロナウイルス感染症感染防止や拡大防止の観点から業務縮

小を余儀なくされており，救命講習，防火教室，立入検査等，住民の皆様に直接

に対面した業務がなかなか思うようにできていないのが現状でございます。 

 そうはいいましても，このまま手をこまねいているわけにもいかず，これから

寒さが厳しくなり，火を使用する機会がさらに増え，建物火災が多発するおそれ

が懸念されます。消防組合のホームページや両市の放送設備など，ありとあらゆ
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る手段を使い，火災予防広報をしっかりと行ってまいりたいと考えております。 

 また，このコロナ禍での業務遂行に当たり，職員には感染防止はもちろんのこ

と，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

いるところでございます。 

 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。 

 〔８番 坂本義明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 坂本議員。 

○８番（坂本義明君） ２点ほどお聞きしたいと思います。 

 ドローンを採用するという話を聞いておりましたが，ドローンの活用の実績と

か，どの程度まで進んでいるのかということを１つ。 

 もう一つは，危険物の試験のことについてお聞きしたいんですが，なかなか試

験を受けても通らない話をよく聞くんですが，そういう人しか話をしてないかも

分からんですが，その合格率と，それとここにも載ってますけども，試験の前の

勉強会，こういうのがどうなんかということをちょっと具体的にお聞きしたい

と。 

 以前よりは，失礼なことを言うようですけど，受ける人のレベルが下がってい

るのか分かりませんが，なかなか通らない，合格しないという話をあちこちで聞

くんですが，内容が難しくなっているのか。そこらも併せてお聞きしたいと思い

ます。この２点をお願いします。 

 〔警防課長（谷川真澄君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 警防課長。 

○警防課長（谷川真澄君） ただいまの御質問にお答えします。 

 ドローンの飛行実績でございますけども，令和元年12月の運航開始以降，行方

不明者の捜索に２回，原因調査のため20回，訓練のために31回などの飛行実績が

ございます。 

 以上です。 

 〔予防課長（野崎浩昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 予防課長。 
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○予防課長（野崎浩昭君） 危険物の合格率なんですが，全国的には３割ぐらい

です。勉強会等もかなりやっておりますけど，なかなか率が上がらないのが現状

でございます。 

 以上です。 

 〔８番 坂本義明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 坂本議員。 

○８番（坂本義明君） もう一つ，危険物でお聞きしたいんですが，今やってお

られるかどうか，以前は危険物を運んでいる車両のチェックをやってるのは見た

ことがあるんです。私も実際，危険物を使ってましたんで，そういう経験がある

んですが，今現在はどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

 〔予防課長（野崎浩昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 予防課長。 

○予防課長（野崎浩昭君） 現在も三次市と庄原市のほうで行っています。今年

は，庄原市のほうは高野町の道の駅のほうでやらせていただいています。三次市

のほうは，54号線沿いの日野自動車の前で実施をしております。 

 以上でございます。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにありますか。 

 〔15番 政野太君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 政野議員。 

○15番（政野太君） 14ページの多言語の通訳の運用状況なんですが，先ほど報

告にありましたが，現在まで運用がないということではあるんですけども，外国

人の対象者に対してどのような啓発をされているのかという点と，実際にスキー

ムというか，流れをちょっと教えていただければなと思うんですけども。19言語

という。去年，消防長は15って言われましたけど，19。どっちが本当でしょう

か。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼します。言語数については，19言語対応という

ことでございます。 

 また，外国人へのＰＲにつきましては，通報自体が現在ほとんどありません。
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外国人が急病，もしくはけがをしたということになると，日本人の通訳の方が直

接119番してこられておりまして，実際，多言語通訳のシステムに入り込むこと

はございません。 

 流れについては，通信課長のほうから説明させます。 

 〔通信指令課長（松本好弘君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 通信課長。 

○通信指令課長（松本好弘君） 失礼します。119番の受付のときに，日本語で

はない言葉でしゃべってこられます。通信員も理解できないので，通訳のところ

へ転送，３者で話ができるような転送のボタンがあります。それをして，通訳と

通報者の外国人の方，私ら通信員が３人で話をして情報を聞き取るというような

システムになっています。 

 〔15番 政野太君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 政野議員。 

○15番（政野太君） その通訳者というのは，だから例えば広島県の中に特定の

方がいらっしゃるのか。それとも備北消防が契約された方がいらっしゃるのか。

どういうふうなんですか。 

 〔通信指令課長（松本好弘君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 通信課長。 

○通信指令課長（松本好弘君） ＮＴＴのほうと契約を結んでおりまして，そこ

へ依頼をして３者で話ができるようなシステムにしてあります。 

○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） ないようなので，これにて質疑を終結いたします。 

 日程第３，令和２年報告第１号専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

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（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報告第１

号専決処分の報告について御説明申し上げます。 
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 本件は，令和２年11月７日に三次市西酒屋町の住宅調査を行っていた際，三次

消防署ポンプ３号車をＤｏコーポＣ（集合住宅）の敷地で方向変換するため後退

していたところ，敷地内に設置された浄化槽のマンホール蓋の上に左後輪を接触

させ，蓋及び受枠を破損させたものです。 

 相手方と協議を行った結果，示談が調い，その損害賠償額を地方自治法第

180条第１項の規定により専決処分いたしましたので，同条第２項の規定により

御報告申し上げるものであります。 

○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。 

 〔８番 坂本義明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 坂本議員。 

○８番（坂本義明君） なかろうと思うんですけど，支払い方法とかというのは

一切書いてないんですが，それはどのようにされたんですか。 

 〔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） 本件の損害賠償の支払いにつきましては，市有物件

の保険を使わせていただいております。市有物件のほうから修理業者のほうに直

接，支払いが行っているところでございます。 

○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。 

 ただいま議題となっている報告は，先例により質疑のみといたします。 

 日程第４，議案第９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（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９

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，電気自動車等を充電するための急速充電設備に関わるもので，急速充

電設備は火災予防に係る条例制定基準を定めることとされる対象火気設備等とし

て定められています。このたび，対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改

正する省令が公布されたことに伴い，所要の規定の整理を行うものであります。 

 その主な内容は，電気自動車等の急速充電設備の全出力の上限が現在の50キロ

ワットから200キロワットまで拡大されるもので，改正前の対象火気省令では，

全出力50キロワットを超える急速充電設備は火災予防上の規制対象となっておら

ず，今後，電気自動車等の普及がさらに加速し，急速充電設備の需要増加が見込

まれることから，全国統一的な基準として急速充電設備の最大出力を200キロワ

ットまで拡大し，設備の位置，構造及び管理に関する火災予防上必要な規制措置

を行い，あわせて設備設置に係る消防長または消防署長への届出事項について条

文を改正及び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（徳永泰臣君） 質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 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（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９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５，議案第10号令和元年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定
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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10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弓掛元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42分 休憩 

            （弓掛議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（弓掛元君）， 

            会計管理者（落合裕子君）入場し着席） 

            午前10時44分 再開 

○議長（徳永泰臣君） 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（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

10号令和元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御説明申し

上げます。 

 本会計の決算額は，歳入19億8,691万9,365円，歳出19億6,418万5,834円で，歳

入歳出差引き残額は2,273万3,531円となり，翌年度へ繰越しをいたしました。 

 それでは，決算書２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19億753万7,000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1,015万9,110円と合わせて19億1,769万

6,110円で，歳入全体の96.5％であります。 

 款２使用料及び手数料は181万9,000円で，前年度決算と比べ５％の増となりま

した。 

 款５財産収入は174万2,897円で，前年度決算と比べ18.4％の減となりました。 

 款６繰越金は1,352万7,920円で，前年度決算と比べ6.4％の減となりました。 

 款７諸収入は738万3,438円で，前年度決算と比べ93.1％の減となりました。諸

収入減収の主な要因は，三次消防署甲奴出張所庁舎移転補償金が当年度はなかっ

たことによるものでございます。収入の主なものは，広島県防災ヘリコプター運
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航調整交付金，広島県防災航空隊派遣職員負担金などであります。 

 款９繰入金は，職員退職手当基金からの繰入金で4,475万円で，前年度決算と

比べ73.2％の減となりました。 

 次に，６ページの歳出について御説明申し上げます。 

 款１議会費は，議員報酬など83万5,623円で，前年度決算と比べ2.4％の減とな

りました。 

 款２総務費は５億5,896万6,064円で，前年度決算と比べ14.8％の減でありま

す。この主な原因は，前年度に比べ，退職手当受給対象者の減少によるものであ

ります。 

 款３消防費は13億9,214万3,079円で，前年度決算と比べ9.7％の減でありま

す。この主な原因は，備品購入費及び消防施設費の工事請負費が減少したことに

よるものであります。 

 款４公債費は1,224万1,068円執行しており，最後に款５予備費については執行

はありませんでした。 

 以上，よろしく御審議の上，御認定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，決算の内容について説明を願います。 

 〔総務課長（柳幸夫君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 柳総務課長。 

○総務課長（柳幸夫君） 失礼いたします。それでは，お許しをいただきました

ので，令和元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。 

 まず，歳入から御説明をいたします。 

 決算書12ページから13ページを御覧ください。 

 款１分担金及び負担金の収入済額は19億1,769万6,110円で，前年度決算と比べ

685万7,100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19億753万7,000円で，

歳入総額の96％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は1,015万9,110円であります。この負担金は，西日本高

速道路株式会社からの救急業務支弁金であります。 

 款２使用料及び手数料の収入済額は181万9,000円であります。主なものは，危
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険物製造所等許可手数料などであります。 

 款５財産収入の収入済額は174万2,897円で，これは職員退職手当基金の運用利

子であります。 

 款６繰越金の収入済額1,352万7,920円は，前年度からの繰越金であります。 

 12ページから15ページにかかります款７諸収入の収入済額は，738万3,438円で

あります。前年度対比9,907万4,033円の減となっておりますが，減収の主な要因

は，三次消防署甲奴出張所庁舎移転完了に伴い，補償金が当年度はなかったこと

によるものです。主なものは広島県防災航空隊派遣職員負担金です。 

 続きまして，14ページから15ページを御覧ください。 

 款９繰入金の収入済額4,475万円は，職員退職手当基金からの繰入金で，退職

者の減により前年度より１億2,225万円の減であります。 

 以上，歳入合計額は，予算現額19億8,660万5,000円に対しまして，収入済額は

19億8,691万9,365円であります。 

 続きまして，歳出について御説明いたします。 

 16ページから17ページを御覧ください。 

 款１議会費は，支出済額83万5,623円であります。 

 款２総務費の支出済額は５億5,896万6,064円で，不用額は624万9,936円であり

ます。 

 款２総務費のうち，項１総務管理費，目１一般管理費の支出済額は５億

5,886万9,838円であります。 

 支出の主なものを御説明いたします。 

 節２給料，節３職員手当等，節４共済費は，本部職員31名，うち再任用１名に

対する職員人件費であります。 

 なお，職員手当等には退職者８名分の退職手当が含まれております。 

 節９旅費149万9,482円は，各種研修や訓練，会議等へ出席する旅費などであり

ます。 

 節11需用費1,120万2,834円の主なものについては，19ページの備考欄を御覧く

ださい。下から４項目め等になりますが，消耗品費295万3,232円，燃料費116万

5,507円。21ページの備考欄の上段を御覧ください。光熱水費528万9,416円であ

ります。 
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 16ページから17ページへ戻っていただきまして，節12役務費697万5,692円の主

なものは，21ページの備考欄を御覧ください。上から３項目めになりますが，通

信運搬費518万6,993円，６項目めの自動車損害保険料90万5,595円などでありま

す。 

 16ページから17ページへ戻っていただきまして，節13委託料7,851万1,336円

は，21ページの備考欄を御覧ください。上から８項目めの業務委託料（物件費）

684万9,691円で，主なものは新消防ＯＡシステム設定業務委託及び職員健康診断

業務委託料などであります。次の施設機器等管理委託料7,166万1,645円の主なも

のは，消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料，高機能消防指令施設保守

点検業務委託料等であります。 

 16ページへ戻っていただきまして，節14使用料及び賃借料1,652万9,345円の主

なものにつきましては，21ページの備考欄を御覧ください。中段の事務機器等借

り上げ料502万997円，その他の使用料及び賃借料1,092万3,008円で，発信位置情

報通知システム使用料，デジタルアクセス64回線使用料などであります。 

 16ページに戻っていただきまして，節18備品購入費130万6,849円は，本部職員

の被服等貸与品などであります。節19負担金補助及び交付金1,239万8,276円の主

なものは，職員の短期人間ドック負担金や財務・人事給与システム運用支援業務

などであります。 

 次に，18ページを御覧ください。 

 節25積立金4,013万6,897円は，職員退職手当基金への積立金で，両市の消防費

に係る基準財政需要額の２％相当分3,839万4,000円及びこの基金に係る運用利子

174万2,897円であります。 

 次に，22ページを御覧ください。 

 項２目１監査委員費は，支出済額９万6,226円であります。支出の主なもの

は，例月出納検査に伴う委員報酬などであります。 

 16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職員手当

等，需用費で，職員手当等は住居手当，通勤手当，休日勤務及び夜間勤務の実績

が見込みを下回ったことによるものであります。需用費は，修繕料，燃料費，光

熱水費の実績が見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，22ページを御覧ください。 



- 22 - 

 款３消防費の支出済額は13億9,214万3,079円で，昨年度決算と比べ１億

4,932万767円の減で，不用額は1,508万9,921円であります。 

 項１目１消防費の支出済額は13億8,523万5,871円で，不用額は1,508万8,129円

であります。この目１消防費につきましては，３消防署及び７出張所に関する経

費で，その主なものについて御説明いたします。 

 節２給料，節３職員手当等，節４共済費は，３消防署及び７出張所に勤務する

職員181名分（うち再任用１名を含む）の職員人件費であります。 

 節９旅費532万1,377円は，教育研修や各種会議への出席，管外への救急転院搬

送などに要したものであります。 

 節11需用費4,659万7,301円の支出の主なものにつきましては，消防車両等維持

物品，救急用品，各種事務用品などの消耗品費，消防車両等の燃料費などの燃料

費，庁舎の電気料などの光熱水費，消防車両等の車検及び整備，点検，消防救急

資機材等の修繕などの修繕料であります。 

 節12役務費533万6,655円は，車両のデジタル無線機・ＡＶＭ移設料や車両の登

録手数料，救急毛布等のクリーニング代の手数料などであります。 

 節13委託料312万368円は，はしご車通常保守点検，三次消防署資機材搬送車改

造委託などであります。 

 節14使用料及び賃借料233万8,081円の主なものは，職員の寝具の借り上げ料な

どであります。 

 節18備品購入費１億548万132円の主なものは，東城消防署配備の水槽付消防ポ

ンプ自動車及び庄原消防署西城出張所配備の高規格救急自動車及びその救急資機

材などであります。 

 節19負担金補助及び交付金918万1,250円の主なものは，初任教育，救急救命士

養成課程入校などの負担金であります。 

 続きまして，30ページから31ページを御覧ください。 

 下段の目２消防施設費の支出済額は，690万7,208円であります。この消防施設

費のうち，節11需用費120万9,600円の主なものは，修繕料，消防本部ペントハウ

ス屋上防水改修修繕工事です。 

 節15工事請負費569万7,608円の主なものは，消防本部通信指令棟２階空調設備

改修工事ほか，各消防署，出張所等の修繕工事などであります。 
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 22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，役務費で，職員手当等は時間外災害時対応の実績によるものです。需用

費は，各消防署の修繕費，燃料費及び消耗品費，光熱水費の実績が見込額を下回

ったためです。役務費は，各消防署の手数料の実績が見込額を下回ったためで

す。 

 次に，32ページを御覧ください。 

 款４公債費でありますが，支出済額は1,224万1,068円であります。このうち目

１元金は，平成７年度から平成26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1,158万4,918円であります。 

 次の目２利子は，長期債に係る償還利子65万6,150円であります。 

 最後に，款５予備費の執行はありませんでした。 

 以上，歳出合計は，予算現額19億8,660万5,000円に対しまして，支出済額19億

6,418万5,834円であります。 

 以上で令和元年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算についての説明を終

わります。よろしく御審議の上，御認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 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。よろしくお願い

いたします。 

 議員の皆様方には，平素より消防行政に対しまして多大なる御尽力をいただい

ておりますことに対しまして，この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

 それでは，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私のほ

うより令和元年度備北地区消防組合の決算審査の結果につきまして御報告申し上

げます。 

 このたび審査に付されました令和元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，弓掛監査委員とともに慎重に審査をいたしました。 

 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ます。また，

予算の執行におきまし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。 
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 それでは，審査の概要について御報告申し上げます。 

 まず，当年度の決算の状況でありますが，先ほど来，説明されています。重複

するところもあろうかと思います。歳入歳出予算額19億8,660万5,000円に対しま

して，決算額は歳入総額19億8,691万9,365円，歳出総額19億6,418万5,834円で，

歳入歳出の差引き残額2,273万3,531円を翌年度へ繰り越す決算となっておりま

す。 

 決算額を前年度と比較いたしますと，歳入は２億3,967万687円，歳出は２億

4,887万6,298円，いずれも減少しております。その減少の要因は，先ほど来説明

されております。 

 また，計数の詳細につきましては意見書にまとめておりますので，省略させて

いただきます。 

 次に，施設整備についてでありますが，当年度は資機材搬送車，水槽付消防ポ

ンプ自動車，高規格救急自動車等を更新されました。さらに，ＮＥＴ119緊急通

報システムの運用開始や多言語通訳サービスを導入され，迅速，確実に通報でき

るシステムを整備されております。 

 消防，救急救助活動の充実強化を図るため，施設設備の整備は重要であります

が，管内の消防庁舎のほとんどは建築年度が重なっており，老朽化も進んでいる

状況です。今後，更新や維持管理に係る経費が必要な時期が集中してまいります

ので，いま一度事業執行につきましては内容を十分精査されて，計画的に進めて

いただきたいと思います。 

 消防業務を取り巻く環境は，少子・高齢化などの社会構造の変化や予測不可能

な大規模な自然災害の多発などにより，さらに複雑化してきております。また，

ここ備北地区は広大な活動範囲を持つ中山間地域であり，消防行政の果たす役割

と期待は大きく，住民にとってはなくてはならない機関であります。 

 今後も健全な財政運営に努めていただきまして，私たち住民の生命と財産を守

るため，引き続き関係機関との連携を強化され，災害に強い，安全で安心なまち

づくりのために職務に取り組んでいただくことを強く望むものでございます。 

 終わりになりましたが，関係者の皆様の不断の御努力に対しまして敬意を表し

まして，令和元年度備北地区消防組合の決算審査の御報告とさせていただきま

す。ありがとうございます。 
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○議長（徳永泰臣君） 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） 決算に関わって何点か質問させていただきます。 

 まず，私は初めての消防議会でございまして，先日，管内の各出張所，消防署

を訪問させていただきました。印象に残りましたのが，みんな昭和57年にできて

いる，ほとんどが。今先ほど，監査所見にもございましたとおり，これは建て替

えるときには一遍だというのが印象に残った次第で。 

 それの将来的な見通しはどうかというのは，行政報告の中にも消防長のほうか

ら若干伺いましたけども，気になったんで見たら，備北地区消防組合公共施設等

総合管理計画，漢字が20も並ぶような長い長い計画書が先月されておりましたけ

ど，要はあれは今，引き続き両市とも計画を検討していくというのは，あれはま

だたたき台ぐらいの計画で，さらにこれが練られていくということになるでしょ

うかどうかというのが１。 

 要は，今，監査所見にもあったんですけど，これがあの中で，まだ詳しくは見

てないんですけども，30億円とかという数字が出ておりましたけども，そういっ

た施設を今後，改修とか新築ですよね，もう。60年の耐久年数という数字もあっ

たように思いますが，それをどう進めていく，長期的見通しを。先輩議員からの

指摘の中で立てられた計画があれであって，そしてお聞きしたいのは，それに向

かっての財政的な裏づけはどこが担っていくものなのか。 

 例えば消防の一般会計の中から積立基金みたいなものを起こしていくのか。い

や，それは負担金を負っている両市がそれに備えての積立金等々を将来見通しの

中でつくっていくべきものなのか。そこらのこの先の分が，私はまだ１年生でよ

く分からないですけども，もう目前というか，もう必ずそのときはやってきて，

整備計画だと平準化するというような言葉がありましたけども，一遍に７つも８

つも出張所を建て替えるというのは無理だろうから，何か基準を設けて残置して

いくとか。 

 多分，多分ですよ。計画を立て，進められるのが消防組合で始めて，財政的な

部分について裏づけをつくっていくのは市の分担と，そんなふうになるのかな
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と。その辺が私はよく理解できておりませんので，今のことはこういう見通しと

計画だというのがあれば教えてください。 

 〔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） 先ほどの新田議員様の御質問についてですけども，

ホームページにアップされています公共建物の整備計画，これについてはあくま

でも現在の段階でのたたき台でございまして，それを基にして今後も庁舎につい

てさらに計画を練っていきながら，それは当然，両市担当部局とも相談しなが

ら，協議しながらやっていくべきことだと思っております。 

 また，財政的なことなのですが，御承知のとおり備北地区消防組合は一部事務

組合でございまして，三次市，庄原市の組合で，三次市，庄原市から分担金をい

ただきながらこの組合行政を運営している団体でございますので，財政的なこと

につきましては当然，三次市，庄原市の財政当局との協議も大変必要になってく

ると思っております。 

 57年に７出張所が同時に建築されております。以前も議会のときに私は言わせ

ていただいたと思うんですが，この出張所を一遍に建て替えるということは，ま

ず財政的にはかなり厳しいものがあるかと思います。先ほど申しましたとおり，

お金的には基金もしくは起債，また庁舎のリースというようないろんな方面から

これから考えていって，庁舎の建て替え，将来的なことを考えていかなければな

らないと思っております。 

 〔５番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 新田議員。 

○５番（新田真一君） 財源確保のため具体的に動くのは執行側だというふうに

思いながら，自分は三次市議会でやって，今後の消防議会の役割とすれば，市当

局がこの課題に向かってちゃんと財政計画があるのをつくり上げていっているか

どうかというのをチェックするのが自分の仕事になるのかなという解釈を自分で

勝手にしました。あと違ってれば，また市長なり副市長から教えてください。 

 もう一点，気になるのが，20文字にわたる総合管理計画の中に移転，廃止って

いう文言も見たんです。私は教育現場に勤めておりまして，学校の統廃合につい

て思わず頭に浮かぶんですけども，消防署，出張所とか本庁などの設置に当たっ
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て，人口だとか面積だとか，そういうものの中からこれぐらいが一つの基準，こ

れを下回ったら考えるとか，何かそんなものがあるんかどうかというのがあれば

教えてください。 

 〔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。先ほど２点，回答を漏らしておったよ

うなんですが，組合消防ということで両市の財政的なことは当然必要になってく

るんですが，三次市，庄原市とも実施計画というのが策定されておると思いま

す。当然，備北消防もそれに何年か先に，３年先までこれをしますよというのが

入っております。当然，庁舎の建築につきましても，建て替えについてもそうい

うことは必要になってくると思いますので，そのときは三次市の実施計画なり，

庄原市の実施計画なりに掲載されると思います。現在のところは，まだそこまで

は至っておりません。 

 また，先ほどの整備計画の中で廃止，移転というような文言があったというこ

とでございますが，現在のところ，備北消防は2,000平方キロメートルという大

変広域な管轄を有しております。この2,000平方キロメートルという広大な管轄

でする中で，現在の適正配置，７つの出張所３消防署１本部ということで，現在

のところは適正に配置されておると思いますけれど，今後，将来的にわたって全

く人口が減るというようなことはまずないと思いますが，もしそういう事態が発

生した場合はそういうこともあるかなということでございます。現在のところ

は，当面はそういう廃止とか移転ということは考えておりません。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにありますか。 

            〔「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。 

 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。 

 田邊監査委員，弓掛監査委員，落合会計管理者，ありがとうございました。退

席をお願いいたします。 
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            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（弓掛元君）， 

            会計管理者（落合裕子君）退席） 

○議長（徳永泰臣君） お諮りいたします。 

 令和元年度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（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第10号令和元年度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，弓掛議員の入場をお願いいたします。 

            （弓掛議員自席へ） 

○議長（徳永泰臣君） 日程第６，議案第11号令和２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（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

11号令和２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出

それぞれ2,659万2,000円を減額し，歳入歳出それぞれ19億2,276万円にしようと

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，項１総務管理費，目１一般管理費の職員人件費は，給与改定によ

る期末手当の減額，人事異動による職員手当の増減及び共済費の減により321万

3,000円を減額。 

 款３消防費，項１消防費，目１消防費の本部管理経費（職員人件費）は，給与

改定による期末手当の減額，人事異動による職員手当の増減及び共済費の減によ
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り1,585万5,000円の減額。 

 また，同じく本部管理経費（一般管理経費）は，752万4,000円減額しようとす

るものであります。これは今年度，庄原消防署に配備した13メートルブーム付多

目的消防自動車及び三次消防署に配備した高規格救急自動車の入札残に係るもの

で，752万4,000円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分担金及び負担金の項１分担金は，歳出の減額，歳入の県支出金を科目新

設及び繰越金増額などにより，三次市分及び庄原市分合わせて4,891万円の減

額。 

 項２負担金は，救急業務支弁金額の確定により47万6,000円減額しようとする

ものであります。 

 款４県支出金は，新型コロナウイルス感染症等に係る広島県との感染症患者の

移送に関する協定書に基づき，広島県から委託された感染症患者を当消防組合が

指定の医療機関に移送したことにより広島県が一部費用を負担することに伴うも

ので，歳入に県支出金を科目新設し，６万2,000円の増額。 

 款６繰越金は，前年度繰越金の確定により2,273万2,000円の増額をしようとす

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） 質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 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。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

            〔「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。 
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 よって，議案第11号令和２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12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（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

12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，当組合公平委員会委員の谷本勲三氏が本年12月25日付で任期満了とな

られ，新たに津秋法宣氏を当組合の公平委員会委員として選任いたしたいので，

地方公務員法第９条の２第２項の規定により，組合議会の同意を求めるものであ

ります。 

 なお，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（徳永泰臣君） 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12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。 

 これにて令和２年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆さん，大変お疲れさまでした。 

            午前11時26分 閉会 
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