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令和２年５月２９日備北地区消防組合議会臨時会を開会した。 

 

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 

  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  議席の指定について 

第２  会期の決定について 
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第３  副議長の選挙について 

第４  行政報告 

第５ 議案第５号 損害賠償の額の決定について 

第６ 議案第６号 
動産の買入れについて 

（１３ｍブーム付多目的消防自動車１台） 

第７ 議案第７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。 

 まずは，三次市議会議員の皆様には御当選おめでとうございます。大変な選挙

で大変御苦労さまでした。 

 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４月12日に執行されました三次市議会議員の改選に伴い，当消防組合議会

に保実治議員，鈴木深由希議員，横光春市議員，弓掛元議員，新田真一議員，徳

岡真紀議員，月橋寿文議員，増田誠宏議員，中原秀樹議員が当選され，就任され

ましたので，御紹介いたします。 

 本日の議会の出席議員数は16名でございます。 

 ただいまから令和２年備北地区消防組合議会臨時会を開会いたします。 

 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，署名者は横光議員及び田部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。 

 三次市議会選出議員の改選がありましたので，会議規則第４条第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（徳永泰臣君） 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。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は，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日間と決定をいたしました。 
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 日程第３，副議長の選挙を行います。 

 冒頭，紹介しましたが，４月12日に三次市議会議員の改選が行われた関係上，

前副議長でありました竹原議員が４月17日で議員任期が満了となられましたの

で，現在，当組合議会副議長が空席となっております。 

 よって，副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法については，地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選に

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。 

 したがって，選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔10番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 横光議員。 

○10番（横光春市君） 動議を提出いたします。 

 指名者は，当組合議会議長の徳永議長の指名によることを提案いたします。 

○議長（徳永泰臣君） ただいま横光議員から，指名者について議長の指名によ

るとの提案がございました。 

 お諮りいたします。 

 この動議のとおり決定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。 

 それでは，議長が指名することに決定いたしました。 

 それでは，当組合議会議長である私，徳永泰臣が指名させていただきます。 

 副議長に，三次市選出の保実治議員を推薦します。 

 お諮りいたします。 

 三次市選出の保実議員を副議長の当選人と定め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。 

 したがって，指名しました保実議員が副議長に当選されました。 



- 5 - 

 本席から，会議規則第32条第２項により告知いたします。 

 ここで，副議長就任の承諾と御挨拶をお願いしたいと思います。 

 〔16番 保実治君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 保実議員。 

○16番（保実治君） 保実でございます。ただいま御推薦いただきまして本当に

ありがとうございます。 

 任期は１年ということですが，その間議長を補佐しながら頑張っていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） それでは，次の日程の前に，管理者福岡三次市長から挨

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（福岡誠志君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 管理者三次市長。 

○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，令和２年備北地区消防組合議会臨時会を招集しましたところ，議員の皆

様におかれましては何かとお忙しい中，御出席を賜りまして，厚く御礼を申し上

げる次第でございます。 

 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ございまして，心から御

礼を申し上げる次第でございます。 

 さて，去る４月12日に三次市議会議員選挙が執行され，当組合議会の構成議員

もかわられたところでございます。新たに構成議員になられました三次市議会議

員の皆様には，当組合の発展に御支援，御協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 また，先ほど保実副議長が就任されましたけれども，これまでの御経験を生か

していただきながら，備北地区消防組合の発展に御尽力いただきますようお願い

を申し上げます。 

 管理者として，これからも備北地区の住民の皆様の安全・安心のため，できる

限りの努力をさせていただく所存でございますので，どうか議員各位の格別の御

支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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 さて，本年は，私たちがこれまで経験をしたことのない新型コロナウイルス感

染症によりまして世界規模で人々の生活環境が一変するという事態になっており

ます。 

 国内におきましても，１月に初感染者が確認されて以降，拡大の一途をたどっ

ているところでございます。以後，御承知のとおり感染拡大防止のため，学校等

の休校要請，外出や移動の自粛要請や営業自粛要請などさまざまな生活の制限が

行われてまいりましたが，これほどまでに国民生活，経済・産業活動，あるいは

スポーツ，文化，芸術など全てにわたって影響を受けない人がいないという災禍

は初めて経験するものでございます。 

 現在，全国に発せられた緊急事態宣言も解除されましたが，いまだ完全な終息

には至っておらず，油断はできない状態にあります。 

 当備北地区消防組合におきましても，組織体制を非常体制とし，県や市町，ま

た医療機関と連携して患者の救急搬送等を迅速に行ってまいりました。職員の奮

闘に感謝を申し上げるとともに，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。 

 さて，昨年を顧みますと，７月に京都府で発生したアニメーションスタジオ火

災，10月には沖縄県で貴重な文化財でもある首里城が火災により焼失するなど，

社会的影響が大きい火災が相次ぎ，また自然災害といたしましては関東，甲信，

東北地方などでは台風などによる風水害に見舞われ，甚大な被害が発生したとこ

ろでございます。これらの災害は，今までの経験則が通用せず，想定外の状況か

ら多くの命，財産を奪ったものと言えます。 

 近年，地球温暖化が急速に進行し，よく言われる異常気象が原因で発生する予

測不可能な自然災害の多発が，異常ではなく当然となりつつあります。 

 このように，経験則が通用しないさまざまな災害が多発する中，これからの消

防も「待つ」から「情報を積極的にとりに行く」意識が必要であり，情報ネット

ワークの活用等によりまして情報収集能力を向上させ，的確な情報把握と分析，

情報整理をもとに災害の発生危険確率や規模等を予測し，準備，備えをしておく

ことが求められる時代となっております。 

 当組合といたしましても，その時代や環境の変化，また大規模，広域化する自

然災害や火災などに対応すべく，現場活動を行う消防職員の安全を確保していく
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ことはもちろんのこと，さらなる消防組織体制の充実強化や人材育成を初め，車

両や備品等の整備を図り，今回経験した新型感染症対策など，あらゆる事態へ対

応が迅速に行えるよう備えていくことが今後，管理者としてより一層重要な職務

となってくるものであるというふうに考えております。 

 結びになりましたが，今後も自然災害や火災，そして救急救助などに対する住

民の皆様の消防行政に寄せられる関心と期待はますます高くなっていくものとい

うふうに考えております。引き続き地域住民の生命と財産を守ることを最優先

に，災害に強い，安全で安心なまちづくりを推進してまいる所存であります。 

 本日は，損害賠償の額の決定についてなど議案３件を提案することといたして

おります。 

 なお，管内災害状況など消防行政の詳細につきましては，後ほど消防長より説

明を申し上げます。 

 それでは，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，挨拶にかえさせていただきます。 

○議長（徳永泰臣君） 日程第４，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） 皆様，改めましておはようございます。 

 お許しをいただきましたので，令和２年に入りましての火災などの災害状況及

び今年度現在までの消防行政の執行状況につきまして御報告いたします。 

 本日はマスク着用にての御報告となりますが，聞き取りにくい部分があろうか

と存じますが，御了承いただければと思います。 

 また，行政報告前に，このたび三次市市議会議員改選に伴いまして新たな組合

議会の体制でスタートいたしました。組合議員の皆様方には，これからの備北地

区消防組合の発展に対しまして御指導，御支援賜りますよう，この場をおかりし

て心よりお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

 それでは，一昨日までの災害の発生状況などについて，お手元にお配りしてお

ります資料により御報告，御説明させていただきます。 

 まず最初に，資料１の新型コロナウイルス感染症に対する組織体制についてで
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ございます。 

 全国的に猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症に係る当組合の対

応についてでございます。 

 当組合では，本日まで９回の危機対策会議を開催し，危機レベルの決定，職員

の感染防止，救急業務の安全管理体制などを検討いたしたところで，県内感染状

況等を踏まえ，危機レベルの決定を行ってまいりました。 

 本組合では，危機レベルを注意，警戒，非常体制の３段階に区分しておりま

す。 

 レベル１では，広島県内感染者なしとして注意体制を，レベル２では消防組合

管轄外で広島県内感染者ありとして，イベント等の中止や立入検査など対外的業

務の縮小を行い，警戒体制での業務に当たります。レベル３では，消防組合管内

におきまして感染者が発生した場合，非常体制として，原則災害対応のみとして

おります。 

 皆様御存じのとおり，３月に入りまして県内感染者が発生し，さらには三次市

で感染者が出たことで危機レベルを３に上げ，消防本部日勤者につきましては４

月22日から５月20日まで日勤２交代制の分散勤務を行ったところでございます。 

 また，現場対応しております３消防署７出張所では，飛沫感染防止のため，事

務所，警備室では仕切り板やビニールシートを設置しての業務に当たってもらっ

たところでございます。 

 ５月20日からは危機レベル２に下げ，対外的業務を一部再開させ，５月26日か

らは危機レベル１に下げ，新しい生活様式を踏まえた通常業務体制として，３密

の回避等を徹底させ，立入検査，応急手当て講習等，順次再開させ，本日に至っ

ております。 

 次に，新型コロナ感染者の移送について御報告させていただきます。 

 当組合では，三次消防署，庄原消防署に配備しております２台の非常用救急車

を患者移送用専用として使用しております。 

 ４月８日，三次市で１人目の感染者が発生してからは，５月１日までの間，

25件30名の感染者を感染症指定医療機関に移送しております。このうち２件３名

につきましては，広島県内消防相互応援協定により東広島市消防局へ移送を要請

したところでございます。 
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 また，隊員の感染防止に関しましては，Ｎ95マスクや防護服着用により徹底し

た感染防止対策を図った上で活動をさせ，活動後は徹底した消毒等を行わせ，隊

員の感染防止を図ったところでございます。 

 なお，感染防止用の防護服やマスクにつきましては，十分なストックがござい

ます。第２波に対し，備えているところでございます。 

 次に，資料２の各種件数一覧をごらんください。 

 まず，火災発生状況につきまして御説明申し上げます。 

 説明に入ります前に，１件おわびを申し上げます。 

 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いてに関連

いたしまして，去る３月21日，庄原市で発生いたしましたその他の火災出動にお

きまして，水利の水量確保のため水路の水門をおろした際，水門のシャフトを損

傷させる事案が発生いたしました。緊急時とはいえ，確認不足により発生したこ

とは，まことに残念で申しわけなく思います。 

 事故発生後，所属職員全員に対し，水門閉鎖時の留意すべきこと，また水門の

構造について研修を行わせ，再発防止に努めたところでございます。 

 御迷惑をおかけしました水利組合の皆様に対し，おわびを申し上げますととも

に，今後の活動について慎重かつ安全な活動を行うよう指示をしたところでござ

います。本当に申しわけございませんでした。 

 それでは，管内の火災発生状況につきまして，ことしに入りまして一昨日まで

に30件発生いたしております。昨年の同期の43件に比較しまして，13件減少し，

１名の方が林野火災でお亡くなりになり，３名の方が林野火災などでの初期消火

活動中に負傷をされておられます。 

 市別の火災発生状況は，三次市が18件，庄原市が12件であります。 

 本年も例年と同じように春先に林野，その他の火災が集中しておりますが，来

年の春先にはさらに徹底した火災予防広報や住宅防火訪問の機会を増やし，住民

の方に林野，その他の火災の未然防止を強く訴えてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に，救急・救助出動状況についてでございます。 

 救急は，一昨日まで1,537件出場し，1,460名の方を搬送しており，昨年同期に

比較しまして出場件数で184件，搬送人員で171名と大幅に減少いたしておりま
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す。 

 救助につきましては，一昨日まで18件出動し，10名の方を救助いたしておりま

す。昨年同期に比較しまして，出動件数で２件，救助人員で１名減少しておりま

す。 

 また，高速道路への出場状況でございますが，中国自動車道及び尾道松江道に

９件出動し，内訳は中国自動車道に４件，尾道松江道に５件で，交通事故での出

場が５件，急病で４件という状況で，８名の方を病院搬送いたしております。 

 ドクターヘリの活用につきましては，備北地区消防組合管内には広島県，島根

県のドクターヘリが飛来しております。ドクターヘリの要請件数は８件で，内訳

は広島県が７件，島根県１件となっております。 

 次に，消防施設の整備についてでございます。 

 資料３をごらんください。 

 まず，消防車両の更新でございます。 

 今年度におきましては，庄原消防署配備のはしご車を13メートルブーム付多目

的消防自動車への更新と，三次消防署高規格救急自動車を更新いたします。 

 まず，庄原消防署配備の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。 

 本件，指名競争入札とし，６者指名いたしまして３者辞退され，最終的に３者

で去る４月24日，指名競争入札を執行し，株式会社三葉ポンプ様が落札され，税

込み8,690万円で仮契約に至っております。 

 また，本件，その予定価格が2,000万円以上の動産の買い入れとなっておりま

すので，本臨時会へ付すべき財産の取得議案として御審議をお願いいたしておる

ところでございます。 

 この車両の納期につきましては，令和３年３月17日としております。 

 なお，落札率は94.5％でございます。 

 現在，庄原消防署には平成８年３月に導入いたしましたはしご車を配備してお

りますが，今回更新させていただきます車両は，はしご車と違いまして車両の横

にアウトリガーという装置を張り出す必要がなく，道路が狭隘な場所でも容易に

進入し部署できることや，はしご車のように５年に一度2,000万円から3,000万円

を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
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用できることなど，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。 

 なお，この車両の諸元につきましては議案第６号に添付させていただいており

ますので，御参考にしていただければと思います。 

 次に，本日の上程案件ではございませんが，三次消防署の高規格救急自動車の

更新でございます。 

 本件車両につきましては，４者指名いたしまして去る５月13日，指名競争入札

を執行し，税込み1,937万9,800円で広島トヨタ自動車株式会社三次店様が落札さ

れ，落札率は93.83％でございます。 

 また，当該救急自動車に積載いたします資機材につきましては，４者指名し，

２者辞退され，去る５月13日に２者による指名競争入札を執行し，税込み

1,100万円で日本船舶薬品株式会社広島営業所様が落札をされておられます。落

札率は91.58％でございます。 

 なお，車体及び資機材とも令和３年３月12日を納期としております。 

 三次消防署の高規格救急自動車の更新につきましては，平成17年に配備した車

両であり，配備後15年が経過し，走行距離も30万3,000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も多々ありますため，車両更新

計画に基づき更新をさせていただくものでございます。 

 今後につきましても，車両更新計画に基づき，消防車両を順次更新させていた

だきたく考えております。 

 次に，通信関係についてでございます。 

 平成26年度事業におきまして，消防救急デジタル無線設備の活動波部分を整備

させていただきましたが，皆様御存じのとおり消防の心臓部を担っております無

線設備につきましては，住民の皆様の生命，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り，消防本部通信指令センターを含め，管内４カ所の無線

基地局及び２カ所の無線中継局にある今年度耐用年数が参りますルーター，メデ

ィアコンバーターなどのネットワーク機器等の部分更新を行うこととしておりま

す。 

 本件部分更新におきましては，既存の装置との連携部分で他のメーカーの部品

を充てることができないことや，119番を受信いたします高機能指令台と連動し
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ていること，さらには当組合の無線設備を施工し，指令回線などを熟知し，消防

救急デジタル無線運用開始以来，保守業務を行ってもらっているＮＥＣネッツエ

スアイ株式会社中国支店と随意契約をさせていただき，去る５月15日，業者より

見積書を徴し，５月27日付で税込み1,741万3,000円で契約をいたしたところでご

ざいます。落札率は94.96％でございます。 

 次に，職員体制でございますが，本年４月に採用いたしました７名のうち４名

は４月６日から約４カ月間の予定で広島県消防学校の前期初任教育課程に入校

し，現在，元気で研修を受けており，残り３名は三次，庄原，東城消防署に配属

し，８月20日からの後期初任教育課程に備えて現場研修を実施しております。 

 次に，救急救命士の養成につきましては，昨年度，北九州市にあります救急救

命九州研修所で研修した３名が３月に実施されました国家試験に合格し，４月に

救急救命士として登録が完了，５月25日より約１カ月間，病院実習を行うことに

なっておりましたが，新型コロナウイルス感染症のため病院側の受け入れができ

なくなっているため，現在，受け入れ対応待ちとなっております。 

 したがいまして，現在，当組合の病院実習を済ませた救急救命士の有資格者は

45名で，３消防署７出張所の現場へ配置しております救急救命士は43名でありま

す。 

 また，今年度の救急救命士の養成は，有資格者の退職などを考慮しまして３名

を計画し，８月末から約７カ月間，先ほど申しました北九州市にあります救急救

命九州研修所におきまして研修予定でございます。 

 救急需要の増大と救急処置の高度化が叫ばれている中，住民の皆様の要望に応

えられるよう救急業務の取り組みを図ってまいります。 

 次に，令和元年12月に開催された組合議会定例会におきまして，備北地区消防

組合の決算に係る貸借対照表はないのですかという御質問をいただき，財務諸表

公表に向け作業を行っており，公表の準備が整い次第，議員の皆様に御提示させ

ていただくと答弁させていただきました。 

 このことにつきまして，このたび公表の準備が整いましたので，御報告をさせ

ていただきます。 

 資料４，統一的な基準による地方公会計の財務書類についてをごらんくださ

い。 
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 地方公会計の概要ですが，現在の地方公共団体の予算決算制度は単式簿記（現

金主義）方式を採用しておりますが，そのやり方は年度中の収入，支出の現金の

動きがわかりやすい反面，過去から積み上げた資産及び負債の状況などを把握す

ることができないという弱点がございました。 

 こうした中，総務省は複式簿記（発生主義）方式を取り入れ，資産，債務の適

切な管理，わかりやすい財務情報の作成，公表を推進する目的から，総務省が示

します統一的な基準による地方公会計マニュアルにより作成し，公表することと

されました。 

 続きまして，統一的な基準の特徴でございますが，統一的な基準に基づく財務

書類は複式簿記，発生主義を採用し，歳入歳出のデータから複式仕訳を作成する

ことにより，現金取引に加えましてフロー情報やストック情報を記録，表示する

ことができます。 

 また，各地方公共団体が統一的な基準による財務書類を作成，公表することか

ら，各団体間での比較の可能性が確保されます。 

 今回，作成しました財務書類については，今後ホームページ等を通して公表し

てまいります。 

 統一的な基準による財務書類の構成は，貸借対照表，行政コスト計算書，純資

産変動計算書及び資金収支計算書の４つの表から構成されており，関連性は資料

４裏面下段の図のとおりとなっております。 

 資料４末尾に財務諸表４表を添付しておりますので，あわせて御確認いただけ

たらと存じます。 

 この財務書類は，今後，限られた資産を賢く使うための材料として，統一的な

基準による財務書類を大いに活用し，健全な財政運営に役立てていきたいと考え

ております。 

 結びに，構成市の逼迫した財政事情を踏まえ，経費の節減と機械器具への愛

護，そして事故防止を心がけ，今後も訓練を重ね，住民の皆様の安心・安全確保

のため職員一丸となって職務に邁進する所存でございます。引き続き御理解，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。 
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 〔14番 五島誠君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 五島議員。 

○14番（五島誠君） １点だけお伺いしておきたいと思います。 

 現在，2020年度の救急出動状況について説明いただいたんですけど，特に救急

の件数が１割以上の減少ということで，この要因についてどういうふうに分析さ

れておるのか，お伺いしておきたいと思います。 

 〔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） 先ほどの質問に答えさせていただきます。 

 全国的な傾向だと思うのでありますが，新型コロナウイルス感染症，この関係

で119番通報を遠慮しておるという方が多くなっているのではないかということ

でございます。４月から５月27日までのことしと昨年の状況を見ますと，24.1％

減少しておるという状況でございます。 

 また，現場に出動しておる救急隊員に聞きましても，軽症的な患者がやはり少

なくなったと肌で感じているということも聞いておりますので，新型コロナウイ

ルスの感染症の関係で救急件数，搬送人員が落ちているのではないかと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ありますか。 

 〔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） 全く同じ質問をしようと思いました。 

 といいますのは，私は昨年の議会の中で広島市が取り入れている広域都市圏の

救急相談窓口について質問し，消防庁の一定の効果も出ているというお話を伺っ

ておりましたので，この１割を超える減少のそういった取り組みが一助にあるの

か，いや，もしかしたらコロナかなとか思いながら，同種の質問でございました

ので，もしもコロナ以外にこういった要因も考えられるのがあれば教えていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 
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○議長（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 先ほどの答弁でも申しましたとおり，全国的にコロ

ナの関係で軽症患者の方が119番をしていないということがマスコミ等々でも流

れておりますし，私の情報のほうに入ってきております。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ありますか。 

 〔４番 徳岡真紀君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 徳岡議員。 

○４番（徳岡真紀君） たくさん報告ありがとうございます。 

 救急・救助の中で，子供の割合というのはどれぐらいありますでしょうか。人

数がわか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） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼します。搬送人員の関係でしょうか。 

○４番（徳岡真紀君） はい。 

 〔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） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 今，私が持っているデータは平成30年度のデータで

ございますが，救急については新生児，乳幼児，少年といった若年層については

備北管内は少のうございます。しかしながら，成人，高齢者といった場合につい

ては，全搬送人員の71.8％が高齢者，22.2％が成人ということになっており，少

年3.2％，乳幼児2.6％，新生児0.1％ということで，極めて少年以下の若年層に

ついては搬送の比率が低いということになっております。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） いいですか。 

○４番（徳岡真紀君） はい。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにありますか。 

 〔９番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員。 

○９番（弓掛元君） 済いません，数点聞かせてください。 
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 今回のコロナの関係で，東京あたりではなかなか受け入れが間に合わなくて，

たらい回しにされてという事案をよく聞いたんですけれども，三次の場合もクラ

スターが出たので，その辺のちゃんと体制ができたのかどうかというのをお聞き

したいのと。 

 それから，公会計のほうでしていただきましてありがとうございました。せっ

かくしていただいてありがたいところなんですけれども，平成30年ということな

ので，かなり２年前ということで，できればもう少し早くしていただきたいの

と。 

 それから，ぜひ３期ぐらいで比べていただければ，ただ１年で見ただけではこ

れがいい悪いかちょっとわからんのですよ。３年後ぐらいでこれを見たら結構ま

たわかってくるし，悪いところは早目に措置できることになるので，その辺の工

夫のほうもよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（徳永泰臣君） 答弁。 

 〔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） 谷川警防課長。 

○警防課長（谷川真澄君） 先ほど新型コロナウイルスの関係で，病院の手配の

ことですけども，救急の現場から病院を手配して決まるまでの時間が結構遅延し

たという事例はありますけども，病院が決まらないといった，救急的に困るよう

な事例はございません。 

 以上です。 

 〔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） 先ほどの公会計の財務諸表の状況の関係でございま

すが，弓掛議員御指摘のとおり単年度では幾ら見ても実際はわからないというこ

とでございまして，３年，長期的なスパンで比較して財務諸表を研究してまいっ

て，その後の財政運営に生かしていきたいと思います。御指摘ありがとうござい

ました。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにございますか。 

 〔２番 増田誠宏君，挙手して発言を求める〕 
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○議長（徳永泰臣君） 増田議員。 

○２番（増田誠宏君） コロナの移送状況については，御説明は25件30名といた

だいたんですが，そのほか疑い等の出動等はどのぐらいあったのか教えていただ

くのと。 

 また，それに関して装備とか恐らく防護服とか大分厳重にされると思うので，

その場合救急搬送に時間がかかるとかあって，通常の出動等に影響が及んだ事例

とかはないか，ちょっとお尋ねします。 

 〔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） 谷川警防課長。 

○警防課長（谷川真澄君） 先ほど消防長が報告されました25件30名は，陽性が

確定した患者さんの移送でございます。 

 救急隊もしくは119番を受けた通信員が疑い患者と判断して，保健所と連携し

た件数は12件でございます。 

 それと，感染防止衣に関しましては，在庫もございまして，その件で困ったと

いう事例はございません。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） よろしいですか。 

 〔２番 増田誠宏君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 増田議員。 

○２番（増田誠宏君） 通常の出場等について遅れが出たとかという事例はない

と，コロナの対策に関して。 

 〔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） 通常の出動でございますか。 

○２番（増田誠宏君） はい。 

○警防課長（谷川真澄君） ございません。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ございますか。 

 〔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。 
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○15番（政野太君） 感染拡大防止に全力で努めていただいて，結果が消防隊員

のほうにも感染がなかったというようなことではないかと思っておりますけど

も，実際，消防の職員さんなどでいわゆる濃厚接触者としてＰＣＲ検査の対象に

なった方というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

 〔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） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 救急活動に関しまして濃厚接触ということなんです

が，完全武装して感染者に接しておりますので，完全武装した場合は濃厚接触者

には当たらないということになっております。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） いいですか。 

 〔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） それでは，ＰＣＲ検査の対象になる方はなかったというふ

うに理解してよろしいですか。 

 〔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） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 済いません，失礼します。初期の段階で，疑い患者

を搬送した事例がございまして，その際，救急隊員のＰＣＲ検査を実施したほう

がいいだろうということがございまして，３名の職員にＰＣＲ検査を実施してい

ただいたわけなんですが，ＰＣＲ検査の結果は陰性ということでございました。

３名の職員にしております。 

 以上です。 

○議長（徳永泰臣君） いいですか。 

 ほかに質疑はないですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） ないということなので，これにて質疑を終結いたしま

す。 

 日程第５，議案第５号損害賠償の額の決定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５

号損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 

 本案は，令和２年３月21日，庄原消防署管内で発生した火災において，消火活

動に使用する水量を確保するため水路に設置してある水門のハンドルを操作した

ところ，必要以上にハンドルを回したため堰板につながるシャフトを湾曲させた

ものであります。 

 本案は，議会の議決を要する事件でありますが，事故が発生した時期は農繁期

を迎え，早急に水門の復旧が必要であり，さらに三次市議会議員選挙を迎えるな

ど，諸般の状況により直ちに議会を開会することができなかったことにより，相

手方と令和２年４月７日，一切の損害賠償金として24万3,100円で仮示談を締

結，令和２年４月15日に水門の復旧工事を完了しております。 

 本仮示談は，本日の組合議会の議決を得た後，本示談へ移行することとなって

おり，損害賠償金の決定について組合議会の議決を求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よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑がある方の発言を求めます。 

 〔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） 火災の内容のほうで質問しよう思うたんですけど，河川

のアシか何か草を火をつけて周りの草に燃え広がったか，その火災の分だろうか

と思ってちょっと質問したんですけど，どの件でこういう問題が起こったのか聞

きたいと思います。 

 〔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） 先ほどの３月21日の火災の件でということでござい

ました。これは庄原市の本町で発生した河川敷火災でございます。水門のあった

場所は宮内町ということでございます。 

 以上です。 
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○議長（徳永泰臣君） いいですか。 

 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） 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（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５号損害賠償の額の決定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６号動産の買入れ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６

号動産の買入れ（13ｍブーム付多目的消防自動車）について御説明申し上げま

す。 

 本案は，現在，庄原消防署に配備しておりますはしご車が登録から20年以上を

経過しており，日本消防検定協会が示すはしご自動車等の安全基準による適合性

能の低下及び老朽化が著しいことから更新しようとするものであります。 

 更新しようとする車両は，はしご車の機能である高所からの人命救急活動や放

水を可能とし，車両には900リットルの水槽を装備，さらに圧縮空気泡消火装置

を有して泡消火薬剤を用いた消火活動も可能であります。また，車両本体ははし

ご車に比べコンパクトであるため機動性が高く，中高層の建物火災だけでなく，

通常の建物火災や車両火災，木造密集地火災，さらに水難救助活動など，幅広い

消防戦術に活用が可能であり，今回はしご車の機能を有し，多機能であることを
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考慮して13メートルブーム付多目的消防自動車を導入しようとするものでありま

す。 

 去る４月24日に３者で入札をした結果，8,690万円で株式会社三葉ポンプに落

札いたしました。 

 よって，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により，組合議会の議決を求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よろしくお願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑がある方の発言を求めます。 

 〔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） 買い入れについての直接の質問ではないんですが，更新を

されるもともとあるポンプ車や救急車，それは今後はどのようになる。下取りと

かはないんでしょうし。どういうふうになる。 

 〔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） 現在，庄原消防署に配備しておりますはしご車につ

きましては，数十年という長い期間がたっておりまして，ブーム付の多目的消防

車が入った段階で廃車，スクラップということにしております。 

 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） 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（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。 
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 よって，議案第６号動産の買入れ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７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。 

 地方自治法第117条の規定により，弓掛議員の退室を求めます。 

            （弓掛議員退室） 

○議長（徳永泰臣君） 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７

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保実治氏が令和２年４月17日をもって満

了したことに伴い，地方自治法第196条第１項の規定により，新たに弓掛元氏を

監査委員として選任することについて組合議会の議決を求めようとするものであ

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。 

 本案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（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第７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

いてはこれに同意することに決しました。 

 弓掛議員，入室してください。 

            （弓掛議員自席へ） 

○議長（徳永泰臣君） 以上で本臨時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５月備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

            午前１０時５２分 閉会 
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