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令和２年３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 岩山 泰憲   ２番 田部 道男   ３番 坂本 義明 

  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 徳永 泰臣（議長）         １１番 福山 権二 

 １２番 五島  誠  １３番 政野  太  １４番 保実  治 

 １５番 杉原 利明  １６番 竹原 孝剛（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 坂田 哲也  予防課長 石田 英二 

 警防課長 加藤美智明  通信指令課長 谷川 真澄  三次署長 野崎 浩昭 

 庄原署長 山添 徳宏  東城署長 板倉 恒憲      

  以上１１名 

 

３ 議会事務局職員として出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

 総務課庶務係長 中岡  紳   総務課経理係長 橋本 政彦 

 

４ 会議に付した事件は，次のとおりである。 

議案日程 

日 程 議案番号 件        名 

第１  会期の決定について 

第２  行政報告 
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第３ 議案第１号 
管理者等の損害賠償責任の一部免責に関す

る条例（案） 

第４ 議案第２号 
備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例（案） 

第５ 議案第３号 
令和元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 
令和２年度備北地区消防組合一般会計予算

（案） 

 

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

○議長（徳永泰臣君） 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，厚くお礼申し上げたいと思いま

す。 

 本日の議会の出席議員は16名であります。 

 ただいまから令和２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，署名者は山村議員及び坂本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し入れがありま

したので，これを許します。 

 〔管理者三次市長（福岡誠志君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 福岡管理者。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 改めまして，皆さんおはようございます。 

 本日，備北地区消防組合議会３月定例議会を招集しましたところ，議員の皆様

におかれましては，年度末でもあり，また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まして

今年度予定しておりました業務を順調に進めておりますことに感謝を申し上げさ

せていただきたいと思います。 

 まず初めに，当組合の新型コロナウイルス感染症への対応についてであります
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けれども，幸いにも現段階では当組合管内での感染者の発生はありませんが，備

北地域における搬送体制の確保の観点から，当組合といたしましては県北部保健

所，医療機関等との密な情報共有，連絡体制の構築に努め，感染者の発生時にお

いては適切かつ迅速な移送を行う万全の態勢を整えているところでございます。 

 また，職員に関しましては，各自での体温測定，せきエチケット，アルコール

消毒の励行により健康管理に万全を期し，感染防止に努めているところでござい

ます。 

 さて，３月といえば９年前の３月11日，東日本大震災が発災した月でもありま

す。徐々に復興の兆しが見えてまいりましたが，発生から９年経過した今もな

お，行方不明の方，仮設住宅での暮らしを余儀なくされている方が多くいらっし

ゃいます。 

 また，平成30年７月の西日本豪雨災害発生から間もなく１年９カ月を迎えよう

としております。当管内におきましては，幸いにも人的な被害はなかったもの

の，広島県内においては御承知のとおり多くの尊い命が奪われ，土砂崩れなど甚

大な被害が生じたところでございます。 

 改めましてお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに，

被災者の皆様の一日も早い復旧，復興を願うところでございます。 

 当組合といたしましては，この東日本大震災，西日本豪雨災害でのさまざまな

教訓を生かして，大規模災害は必ず来る，大規模災害に対する備えが重要である

という意識を持って多様化，大規模化している自然災害を初め，火災などあらゆ

る災害から住民の皆様の生命，身体及び財産を守るため，消防防災体制のさらな

る強化を図り，これからの減災・防災に取り組んでまいる所存でございます。 

 こうした中，令和元年度におきましては，消防ポンプ自動車や資機材搬送車の

更新など車両の整備を実施するとともに，通信指令設備の部分更新や災害時に備

えたドローンの購入など消防力の充実強化に努めてまいりました。 

 引き続き，地域に愛され，地域住民の負託と期待に応える消防行政の推進に努

めていくとともに，災害に強いまちづくりを強力に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また，令和２年度は組合創立50周年という節目の年に当たります。当組合とい

たしましては，この節目の年に地域の皆様に消防をより身近な存在にしていただ
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くため，50周年記念式典の開催を考えております。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長が説明を申し上げます。 

 本日，令和２年度の一般会計予算案など議案４件を提案させていただくことと

いたしております。普通交付税の減額など厳しい財政状況であることを踏まえ，

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ありますので，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，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（徳永泰臣君） 日程第２，行政報告を行います。 

 消防長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼いたします。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。 

 その前に，昨今，日本各地で発生しております新型コロナウイルス感染症に対

する組織体制について御報告させていただきます。 

 当組合では，２月28日に国，県，三次・庄原両市の動向を見まして，危険レベ

ル１として対外的な業務を縮小し，業務に当たっておりましたが，県内で初めて

感染者が確認されたことから３月11日，危険レベル２の警戒態勢をとり，危機対

策本部を設置し，当組合管内での感染者が発生することを前提に職員はより一層

の感染防止に留意して業務に当たるよう指示をしているところでございます。 

 万が一，当消防組合管内で患者が発生した場合，当組合は危険レベル３の非常

態勢をとり，より厳しい感染防止に努めるとともに，仮に職員が感染した場合を

想定し，消防本部要員の現場対応等の計画をいたしたところでございます。これ

以上感染が拡大しないことを願うばかりであります。 

 なお，救急隊員用のマスク，感染防止衣につきましては相当数のストックがご

ざいます。半年程度の活動には支障ないものと考えております。 

 それでは，行政報告資料１ページから12ページの令和元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，令和元年中は

72件の火災が発生し，火災により２名の方が亡くなられ，10名の方が負傷されま
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した。平成30年中に発生した火災81件に比べ，９件減少しております。 

 特に，林野，その他の火災につきましては，平成30年中は59件であったのに対

し，令和元年中は45件発生し，全火災件数の63％となっており，依然として多く

発生している状況です。 

 また，亡くなられた２名の方は建物火災での逃げ遅れが１名，灯明の火が着衣

につき亡くなられた方が１名という内訳となっております。 

 さらに，負傷者についてですが，建物火災で２名，林野，その他の火災で８名

の方が初期消火中やたき火などの作業中に負傷をされておられます。 

 ここで，御参考までに令和２年３月23日，一昨日現在の火災発生状況につい

て，別に資料Ａ４判１枚の2020年中各種件数一覧を配付させていただいておりま

すが，これに基づき説明をさせていただきます。 

 一昨日まで当組合管内では建物火災６件，林野火災２件，その他の火災３件の

計11件の火災が発生しております。昨年の同時期に比べ，３件減少しているとこ

ろでございます。ことしは雨が時々降っており，その他の火災は減少しておる状

況でございます。 

 市別の内訳としましては，三次市が６件，庄原市が５件で，昨年同時期に比較

しまして三次市が４件減少，庄原市で１件増加している状況でございます。 

 これから先，あぜ焼きなどから林野，その他の火災の発生が予測されます。当

組合としましては，天気任せではなく，引き続き消防車両での広報，両市の放送

設備や両市消防団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

る所存でございます。 

 また，救急救助，高速道への出動状況は，各表中記載のとおりでございます。 

 再度，行政報告資料にお戻りいただき，４ページからは令和元年中の救急出場

状況でございます。 

 総出場件数4,370件で，前年に比較しますと36件増加しております。搬送人員

は4,184名で，65歳以上の高齢者の搬送割合が依然として高く，全体の72.4％を

占めております。平成22年から救急出場件数は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

ないものと予測いたしておるところでございます。 

 ５ページは，救急隊員の行った応急処置等の実施状況でございます。 
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 114名の心肺停止患者のうち91名に救急救命士が気管挿管，静脈路確保，薬剤

投与等の救命処置を実施し，病院到着前に心拍が再開された方が14名，そのうち

４名の方が元気で退院されておられます。 

 続いて，７ページの高速道路への救急出場状況は，中国自動車道に25件，尾道

松江自動車道には12件出動しており，内訳は中国自動車道が交通事故17件，急病

７件，その他１件，尾道松江自動車道では交通事故11件，急病１件という状況で

ございます。 

 そして，８ページの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

リが要請件数17件に対し13件の活動，島根県ドクターヘリが７件の要請に対し６

件の活動，鳥取県ドクターヘリが７件の要請に対し６件の活動，合計31件の要請

に対し25件活動していただいております。 

 市別の活動件数内訳は，三次市が11件，庄原市が14件であります。 

 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22の消防隊などが出動しております。 

 次に，９ページ，10ページは救助出動状況でございます。 

 出動件数は58件で，前年に比較し14件減少しております。これは，平成30年７

月の豪雨災害の際，浸水地域から逃げ遅れた方々を救助する事案が多発いたしま

したが，昨年は豪雨災害に伴う出動がございませんでしたので，出動件数が減少

しております。 

 また，実際に救助活動を伴った出動は35件で，29名の方を救助し，病院に搬送

しております。 

 11ページは救命講習の実施状況でございます。 

 昨年１年間で各種救命講習，救急教室を含め，延べ5,511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ります。

特に，近年は消防団員，また中学生以上の学生さんの受講が増えてきている状況

でございます。 

 次に，12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6,530件で，前年に比較しまして226件

減少しており，総受信件数のうち携帯電話からの受信は2,177件で，総受信件数

の約３割という状況でございます。 
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 また，緊急通報システムの受信状況は，総受信件数1,087件で，106件の救急要

請があり，また火災の通報が１件ございました。 

 次に，13ページ下段をごらんください。 

 福祉ファクシミリは昨年末現在６世帯の加入があり，またメール119システム

は現在３名の方が利用登録され，昨年10月１日から運用しておりますＮＥＴ

119では６名の方が利用登録されておられますが，いずれも受信はございません

でした。 

 続きまして，14ページから15ページは令和２年春季全国火災予防運動の実施結

果でございます。 

 なお，今回の火災予防運動に関しましては，新型コロナウイルス感染防止によ

り各種パレードや査察等，大幅に縮小もしくは中止としており，特に高齢者を中

心とした住宅防火査察につきましては３月１日以降中止とさせてもらっておりま

す。 

 今後は新型コロナウイルスの状況を見つつ，住宅防火査察を初め，事業所，地

域，自主防災組織，消防団との合同の消防訓練や防火パレード等，順次再開して

いければと思っておるところでございます。 

 次に，16ページ，17ページは管内の文化財等を対象にした想定訓練及び査察の

実施状況でございます。 

 毎年１月26日を文化財防火デーと定め，この日を中心に全国的に文化財防火運

動を展開しております。これに合わせ，文化財想定訓練を10の施設について地域

の方，消防団，消防署合同で実施したところでございます。 

 また，文化財査察につきましては18件実施しております。結果は適正が14件，

不適として通知書を交付したのが４件でございました。この不適につきまして

は，消火器の点検未実施・未報告や自動火災報知設備の感知器の一部が不良とい

うことで，既に改修に向け動かれておられます。 

 続きまして，18ページからの令和２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，消防体制の整備の車両，施設，装備についてですが，車両関係では庄原

消防署の13メートルブーム付多目的消防自動車，三次消防署の高規格救急自動車

の更新，通信指令施設関係では消防救急デジタル無線設備ネットワーク機器の部
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分更新でございます。 

 まず，庄原消防署の13メートルブーム付多目的消防自動車についてでございま

すが，現在，庄原消防署には平成８年３月導入のはしご車を配備しており，登録

から24年以上経過しており，車両更新計画に基づき更新させていただく車両でご

ざいます。 

 この車両は，先般，組合議会視察研修の際，福山西消防署で御視察いただいた

車両と同型で，はしご車と違いアウトリガーを張り出す必要がなく，道路が狭い

場所でも容易に部署ができること，また５年に一度2,000万円から3,000万円かけ

てのオーバーホールの必要がないこと，さらには通常のポンプ車として活動でき

るなど，５階建て以下の火災に有効に対応できる要素がございます。 

 次に，三次消防署の高規格救急自動車の更新でございますが，この車両は平成

17年に配備した車両で15年が経過し，約30万キロを走行しております。特に，三

次消防署では救急事案が重なることが多々ありますため，車両更新計画に基づき

更新させていただくものでございます。 

 次に，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についてです

が，消防の心臓部を担っております無線施設については，住民の方々の生命，身

体，財産を守るという消防の任務を果たす上で24時間365日休まず稼働してお

り，いっときも支障を来すことのできない消防の施設であることから，耐用年数

の来ますネットワーク機器等の部品を交換させていただくものでございます。 

 続きまして，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，組織の底上げを図ってまいります。 

 救急体制につきましては，現在，救急救命士47名のうち45名の職員を３消防署

７出張所に配置しております。今年度，北九州市の救急救命九州研修所に入所し

ておりました職員３名は研修を終了し，今月８日に国家試験を受験し，今月末の

合格発表を待っている状況でございます。 

 令和２年度につきましても，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ございます。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，救急救命士の養成を行いながら体制を維持していく計画で
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ございます。 

 また，一般救急隊員への再教育や救急救命士の高度救命処置の対応を引き続い

て研修してまいります。 

 次に，市民の皆さんに対します応急手当て等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み，一人でも多くの方に応急手当てが

できるよう努めてまいる所存でございます。 

 救助体制につきましては，昨年に引き続き，全国消防救助技術大会出場を目指

して救助技術の錬磨に励みますとともに，その技術が現場におきまして確実に行

えるよう引き続き訓練を継続してまいります。 

 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

立入検査を実施しますとともに，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，防火管理者及び危険物取扱者の育成や防火教室等を積極的に行い，火災

予防啓発活動を引き続いて実施させていただきます。 

 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。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を計画

いたしております。さらには，各地域にございます自主防災組織とも連携を密に

させていただき，育成指導を実施してまいります。 

 次に，高齢者の防火安全対策についてでございます。 

 近年，全国的に見ましても高齢者の方が火災により犠牲になられることが多く

発生いたしております。これに対しまして，ひとり暮らし・高齢者世帯へ戸別訪

問をさせていただき，火災予防，防火安全対策の指導を積極的に進めてまいりま

す。 

 住宅防火対策につきましても，各住宅を積極的に訪問させていただき，住宅防

火を訴えますとともに住宅用火災警報器の設置，取りかえ，また小規模飲食店に

対する消火器の設置及び維持管理についてを周知してまいります。 

 しかしながら，先ほども申しましたが，新型コロナウイルスの感染防止の観点

から，住民の皆さんが対象となります予防関係や応急手当てに係ります救命講習

につきましては臨機応変に対応していかなければならないと考えているところで

ございます。 
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 次に，職員の資質向上と衛生管理についてでございます。 

 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

修会へ職員を派遣させ，消防関係資格の取得等により習得した知識，技術につき

ましては，本部で実施しております研修会等により職員へフィードバックをして

まいります。 

 次に，オに記載しております人材育成基本方針による育成につきましては，当

組合の人材育成基本方針にのっとり，新任職員の倫理教育，採用から３年以内の

職員を対象に強化対象職員として基礎教育，採用から４年以上10年以内の職員を

若年層職員として位置づけスキルアップ教育等，職員が段階的にレベルアップで

きるよう育成し，組織全体の底上げを図っていきたいと考えております。 

 また，カに記載しております特別救助隊員候補の育成基準の作成につきまして

は，近年，退職者の増加により若い職員が非常に増えてきており，当消防組合の

特別救助隊員を長期的な視点を持ち，知識，体力面を維持向上させるため一定の

基準を作成しようとするものでございます。 

 最後に，衛生管理上の整備につきましては，職員の健康管理，ストレス管理の

ため全職員に人間ドックまたはストレスチェックを含む健康診断を行います。 

 また，署所の職場環境の整備につきましても，庄原消防署訓練塔の床板改修，

口和出張所庁舎前の舗装修繕等の整備をさせていただく予定でございます。 

 以上，令和２年度の主要事業（案）の概要でございます。 

 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いたします。 

○議長（徳永泰臣君） ただいまの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（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 日程第３，議案第１号管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（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。 
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 〔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１

号管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（案）について御説明申し上

げます。 

 本案は，地方自治法等の一部を改正する法律により，条例において管理者また

は副管理者，公平委員会の委員，監査委員または職員の備北地区消防組合に対す

る損害賠償責任の一部免責について定めようとするものであります。 

 内容は，損害賠償責任が発生した日を基準日とし，その者が１会計年度におい

て支給されるべき給与及び報酬等に条例で定める数を乗じて得た額を最低負担額

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） 本条例案の制定には，地方自治法等の一部を改正する法

律附則第２条第７項の規定に基づき，監査委員の意見を聞くことができるとさ

れ，改正後の地方自治法第243条の２第２項の規定により監査委員の意見を事前

に求め，書面により回答がなされていますので，私が朗読し，報告とします。 

 管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案に係る意見を求められたこ

とについて，意見はないこととし，条例案に合意します。 

 令和２年３月19日。備北地区消防組合監査委員田邊宣昭，保実治。 

 以上が監査委員からの意見です。 

 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。 
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 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（案）に

ついては原案のとおり可決いたしました。 

 日程第４，議案第２号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例（案）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次市副市長（堂本昌二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 堂本副管理者。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） ただいま御上程になりました議案第２

号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（案）について御説明申し上げます。 

 本案は，備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例に定める火災，そ

の他の災害出動及び救急出動に係る出動手当支給額の改定，さらに救急救命士が

救急救命士法施行規則第21条に定める救急救命士のみが行うことができる高度な

救命処置を行った場合に新たに手当を支給しようとするものでございます。 

 その改正理由は，現在の消防を取り巻く社会環境において，災害形状の複雑

化，危険度が増大する進展性災害の多発化，さらに救急現場での感染危険，救急

救命処置の処置拡大など，職員の責任は増大していること，また本条例は昭和

45年に制定された後，現在に至るまで一度も改正されていないことにより，現状

に見合った支給額とするため改正しようとするものでございます。 

 その改正内容は，現在の消防車両を運転する機関員，隊長を含むその他の隊

員，それぞれ支給額が異なっていたものを一律とし，火災，その他の災害出動は

200円，救急出動は140円に改めようとするものでございます。また，高度な救命

処置を行った救急救命士に対し，出動手当とは別に370円を新たに支給しようと

するものであります。 

 以上，よろしく御審議の上，御可決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑を行います。 

 質疑ありますか。 
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            〔「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２号備北地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 日程第５，議案第３号令和元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（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３

号令和元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1,855万

6,000円を増額し，補正後の総額を歳入歳出それぞれ19億8,660万5,000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申し上げます。 

 款２総務費，目１総務管理費の職員人件費は，早期退職者２名分の退職手当と

して職員手当等を4,264万4,000円増額。共済費の額の確定により共済費を290万

円減額。一般管理経費は，消防無線保守点検などの委託料，事務機器借り上げ料

などの入札残や旅費の執行残などを合わせて987万7,000円を減額。 
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 款３消防費の目１消防費は，本部管理経費（職員人件費）の共済費を額の確定

により190万円減額。本部管理経費（一般管理経費）は，消防ポンプ自動車，高

規格救急自動車などの機械器具費，消耗品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869万3,000円を減額。 

 14ページの目２消防施設費は，通信指令棟２階空調改修工事や庄原消防署西城

出張所のガラス改修工事などの入札残で71万8,000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。 

 10ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金は，歳出予算の一般職普通退職手当を除いた減額に伴い

2,396万4,000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23万円を減額。 

 款５財産収入は，職員退職手当基金利子が見込みを下回ったため６万5,000円

を減額。 

 款７諸収入は，広島県防災航空隊派遣職員負担金の増などにより６万5,000円

を増額。 

 款９繰入金は，職員の早期退職による歳出予算の一般職普通退職手当増額に伴

い，職員退職手当基金からの繰り入れを4,275万円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（徳永泰臣君） それでは，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。 
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 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第３号令和元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，議案第４号令和２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（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４

号令和２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19億4,935万2,000円に定めようとするものであります。 

 令和元年度当初予算に比べ，3,096万8,000円，率にして1.6％減の予算となっ

ております。 

 この主な要因は，退職予定者が令和元年度に比べて３名減ることにより，退職

手当などの人件費が減額になったことによるものであります。 

 令和２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庄原

消防署の13メートルブーム付多目的消防自動車，三次消防署の高規格救急自動車

の更新整備など，安心・安全なまちづくりを進めるため計画的に予算案編成を行

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，組合分担金は2,068万円減の

19億3,534万4,000円，組合負担金は127万4,000円減の1,016万円，合わせて

2,195万4,000円，1.1％減の19億4,550万4,000円を計上しております。 
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 款２使用料及び手数料は，前年度と同額の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1,000円，0.1％減の

180万9,000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，前年度まで広島県防災航空隊へ派遣していた職員が職場復帰す

るため，防災航空隊派遣職員負担金等の減により701万4,000円，96.9％減の22万

7,000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は令和２年度退職予定者が２名で

あることから199万9,000円，99.9％減の1,000円を存目として計上いたしまし

た。 

 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，前年度と同額の131万4,000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減などにより6,215万4,000円，11.5％

減の４億8,018万3,000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，人事異動による職員数の増

や各種手当実績増などに伴い，本部管理経費（職員人件費）は1,443万7,000円増

の12億2,339万5,000円。 

 23ページから31ページまでの各管理経費については，本部管理経費（一般管理

経費）は1,508万3,000円増の１億7,274万3,000円，三次消防署管理経費は56万

9,000円減の2,365万6,000円，庄原消防署管理経費は69万2,000円増の1,675万

3,000円，東城消防署管理経費は35万4,000円増の965万円，30ページの消防施設

費は275万7,000円増の1,038万4,000円。消防費全体では3,275万4,000円，2.3％

の増で，合わせて14億5,658万1,000円を計上しております。 

 30ページの款４公債費は，元金127万9,000円の減，利子28万9,000円の減で，

公債費全体では156万8,000円減の1,077万4,000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ページに掲載の第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
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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することが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（徳永泰臣君） それでは，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４号令和２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。 

 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。 

 なお，この場をおかりしまして，議長として一言御挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

 私が議長就任後，議員各位におかれましては終始熱心に御審議をいただき，議

長といたしまして深くお礼を申し上げたいと思います。 

 三次市選出議員各位におかれましては，次期選挙も近づいております。どうか

御自愛の上，御奮闘されますよう念願し，次期も消防議会でお会いできますよう
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にお祈り申し上げたいと思います。 

 また，本日出席されておられます助木達夫議員におかれましては，このたびの

任期満了をもって御勇退されるとお聞きしております。長年の議員活動，本当に

御苦労さまでございました。今後はゆっくりとされながら地域で活躍されること

と思いますので，健康に十分御留意をされ，今後とも御指導いただきますようお

願い申し上げたいと思います。 

 最後に，今年度３月末で備北地区消防組合を定年退職されます方から御挨拶が

ございます。 

 それでは，お願いします。 

○警防課長（加藤美智明君） 失礼いたします。警防課長の加藤と申します。貴

重なお時間をいただきまして申しわけありません。退職に当たりまして，一言御

挨拶申し上げます。 

 組合議会議長様を初め，組合議員の皆様方におかれましては，日ごろから備北

消防発展のために御尽力いただきまして大変ありがとうございます。 

 私は３月31日付をもちまして定年を迎え，退職することとなりました。備北地

区消防組合に採用され42年間，過ぎてしまえばあっという間だったと思っており

ます。いろいろなことがありましたが，ここまで来られたのも上司の方，先輩，

後輩など，たくさんの方々に支えられ，助けられてここまで来られたものと大変

感謝しております。 

 どうか皆様，これからも健康には十分御留意され，一層の御活躍を御祈念申し

上げ，退職の御挨拶とさせていただきます。長い間本当にありがとうございまし

た。 

○東城署長（板倉恒憲君） 失礼いたします。東城消防署長の板倉と申します。

３月31日付をもって42年間勤務させていただきました備北地区消防組合を定年退

職することとなりました。皆様方には多くの御指導，御支援を賜りましてまこと

にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 

 もとより微力の身ではありますが，消防本部３消防署３出張所と消防使命達成

のために業務に携わることができましたのは大きな喜びとしております。これも

ひとえに皆様方を初め，多くの皆様方に助けられ，支えられて職務を遂行するこ

とができたものと確信をいたしております。本当に感謝の念しかございません。
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今後とも備北消防により一層の御支援，御指導を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

 終わりに，皆様方におかれましてもたゆみない御健勝とますますの御活躍を御

祈念申し上げ，退職に当たっての御挨拶とさせていただきます。長い間本当にあ

りがとうございました。 

○議長（徳永泰臣君） こちらこそ本当に長い間お世話になりました。今後の御

活躍を心よりお祈り申し上げたいと思います。 

 これにて令和２年備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れさまでございました。 

            午前10時51分 閉会 
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