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令和３年１２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 坪田 朋人   ２番 松本みのり   ３番 藤原 洋二 

  ５番 中原 秀樹   ６番 増田 誠宏   ７番 月橋 寿文 

  ８番 徳岡 真紀   ９番 新田 真一  １０番 堀井 秀昭(副議長) 

 １１番 横路 政之  １２番 弓掛  元（議長） 

 １３番 横光 春市  １４番 鈴木深由希  １５番 政野  太 

 １６番 保実  治 

  以上１５名（欠席議員１名 ４番 桂藤 和夫） 

 

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 野崎 浩昭  総務課長 柳  幸夫  予防課長 佐々木光昭 

 警防課長 山本 修司  通信指令課長 松本 好弘  三次署長 山添 徳宏 

 庄原署長 谷川 真澄  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 児玉 智宏   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 
会計管理者 

備北地区消防組合 
監査委員 
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第３ 議案第７号 
令和２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４ 議案第８号 
令和３年度備北地区消防組合一般会計補正

予算（第１号）（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（弓掛元君） 本日は何かと御多忙のところ御出席を賜り，厚く御礼申し

上げます。 

 本日の議会の出席人数は15名であります。本日，桂藤議員は欠席されておりま

す。出席人数15名であります。 

 ただいまから令和３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，署名者は中原議員及び横路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（弓掛元君） 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（弓掛元君） 福岡管理者。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 皆様，改めましておはようございます。 

 本日，令和３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，

皆様方には大変年の瀬でお忙しい中，こうしてお集まりをいただきましてありが

とうございます。 

 また，当組合の運営につきましては，平時より皆様の御理解と御協力によりま

して，円滑に業務を推進できておりますことを，この場をお借りして御礼を申し

上げる次第でございます。 

 さて，新型コロナウイルス感染症が国内で発見されてからはや２年が経過しよ
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うとしています。この間，感染の波が幾度も襲来し，緊急事態宣言や集中対策等

の発令と解除が繰り返されてまいりました。こうした中，私たちの日常生活とい

うのも変わってまいりまして，新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式へ

の対応を迫られ，感染拡大を予防するライフスタイルやワークスタイルが浸透し

てきています。 

 消防業務におきましても，執務室の分散やローテーション勤務，ウェブ会議の

活用など，感染防止対策に取り組みながら災害対応などを行ってまいりました。 

 現在，ワクチン接種率の向上と基本的な感染防止対策の徹底によりまして，全

国的にコロナ感染症数というのは落ち着いた状況にありますけれども，新たな変

異株の国内発症も発生しておりまして，年末年始を迎える中，感染の再拡大が起

こらないよう，引き続き私たちは危機感を持った対応と行動をしていかなければ

なりません。 

 また，地球温暖化の影響などによりまして，気候変動によって我々の想像をは

るかに超える大規模自然災害が発生する危険性というのは年々高まっておりま

す。加えまして，地震大国である我が国においては，地震はもとより台風や集中

豪雨，津波，土砂災害など，複数の災害が同時に，あるいは連続して発生する複

合災害が一層進むことが危惧されています。 

 我々は，今までの常識，経験が通用しない，いつ，どこでも大規模な自然災害

が起こり得る時代になったことを強く意識し，大規模な災害等から市民を守る取

組を行っていく必要があるというふうに考えています。 

 こうした中，阪神・淡路大震災を契機に，被災地へ全国の消防が県単位で消防

応援部隊を派遣する緊急援助隊が結成され，毎年ブロックごとに大規模災害を想

定した訓練が行われております。 

 先月６日の土曜日，そして７日の日曜日，この２日間においては，中国・四国

ブロック緊急消防援助合同訓練が開催されました。新型コロナウイルスの影響で

規模縮小，大幅な内容変更になったことは大変残念なことではありましたけれど

も，それでも中四国９県の消防から110部隊，総勢441名が参集し，県北での被害

比率が高い浸水害や土砂災害等を中心に想定した合同訓練が経験できましたこと

は，今後の消防業務や災害対応につながる大変有意義なことにつながったのでは

ないかというふうに思っております。 
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 先日には，大阪市の雑居ビルで放火による火災が発生し，25名もの尊い命が奪

われるという悲惨な事件がありました。この事件では，避難経路が１つしかなか

ったことが被害を大きくしたというふうにされています。本地域においても，万

一の際に支障が生じないよう，日頃から避難経路の確保，点検を行うよう周知に

努めてまいります。 

 結びになりましたが，今後も自然災害や火災，そして緊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というものはますます高まっていく

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，いかなる場面においても即応実践対応ができるよう，消防防災体

制，救急救命体制の整備を図りながら減災・防災に努め，災害に強い安全で安心

なまちづくりを推進してまいります。 

 なお，管内災害状況など消防行政の詳細につきましては，後ほど消防長が御報

告申し上げます。 

 また，本日は令和２年度の決算認定及び令和３年度の補正予算（案）の議案２

件を提案することとしております。提案理由等の詳細につきましても，後ほど説

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，冒頭の挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（弓掛元君） 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（野崎浩昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 野崎消防長。 

○消防長（野崎浩昭君） 改めまして，皆様おはようございます。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 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

づき御報告をさせていただきます。 

 それでは最初に，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報告

をいたします。 

 １枚物の資料を御覧ください。 

 御存じのとおり，全国的に７月下旬以降感染が拡大し，広島県でも過去最大の
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連日300人を超える新規感染者が報告され，８月27日に緊急事態宣言を発令，

10月14日までを集中対策期間として継続をされました。 

 当組合でもその間，危機レベル３非常体制，原則災害対応のみとし，対外業務

の縮小，ウェブ会議の活用，食事の分散，日勤者はローテーション勤務や執務室

を分けた分散執務を併用し，室内の人数を削減，可能な限り職員間の接触機会，

接触時間を低減するよう取り組んでまいりました。 

 集中対策終了後は，県内でも感染者が減少し，備北消防でも危機レベル２，危

機レベル１と段階的に下げ，現在は通常業務として業務を行っておりますが，特

に救急教室や防火指導等，住民対応が必要な業務にあっては３密を避けるなど，

感染防止対策の確実な実践に努めております。 

 なお，現在のところ職員からの陽性者の発生はございませんが，いつどこで感

染するか分かりません。これからも感染防止を徹底し，業務に当たってまいりた

いと考えております。 

 また，陽性者の救急搬送状況ですが，令和３年度は５件５名で，８月12日以降

の搬送はございません。 

 それでは，行政報告資料に基づき御報告をさせていただきます。 

 １ページから２ページ，資料１の令和３年度主要事業から御報告を申し上げま

す。 

 まず，職員研修につきましては，消防職員として高度な知識及び技能を習得さ

せることを目的に，東京都にあります消防大学校へ年明けに２名の職員を入校さ

せます。また，広島県消防学校にこれまで延べ30人を入校させ，年明けからはさ

らに４名の職員の入校をさせて研修を行うこととしております。 

 救急救命九州研修所につきましては，救急救命士の養成のため，職員１名が４

月６日から，また職員２名が９月２日から，それぞれ約６か月間入所し，来年３

月に実施される国家試験の合格を目指して研修中でございます。 

 次に，兵庫県のはりま交通研修センターで，緊急走行時の知識と技術の習得の

ため，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。 

 さらに，その他の職員研修として昇任者の研修，若手職員の育成，また組織の

底上げを目的とした連携強化研修会，ハラスメントと惨事ストレス対策の消防安

全衛生研修会等をウェブを活用しながら受講をしています。 
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 次に，３ページの消防車両，施設等の整備についてですが，まず車両の更新に

ついては，本年５月28日開会の組合議会臨時会において御議決をいただきました

三次消防署甲奴出張所配備の消防ポンプ自動車を10月30日付で，庄原消防署，東

城消防署配備の高規格救急自動車を11月19日付でそれぞれ配備し，また上程案件

ではございませんでしたが，消防本部の普通ワゴン車タイプの指揮車も10月30日

付で配備したところでございます。 

 次に，施設等の整備ですが，勝光山無線基地局給電線の支障になる立木の伐採

を小林建設株式会社様，また高機能消防指令施設の耐用年数の経過した部品交換

を日本電気株式会社様にそれぞれ委託し，いずれも完了をしております。 

 ３ページ下段を御覧ください。 

 職場環境等の整備につきましては，表中に記載のとおり，三次消防署の浴室を

シャワールーム２室に改修し，老朽化した１階トイレのパーティションの取り換

え，中２階に重量のある資機材を上げるためにホイストの取付けを行いました。

また，東城消防署のエアコンの更新，玄関ポーチの改修を行い，いずれも既に完

成をいたしております。 

 ４ページの主要行事等については，まず令和３年度防火管理者講習会は，新

規，再講習合わせて65名の方に講習を行い，また住民に対する応急手当ての普及

啓発活動として，講習時間が45分と90分の救命入門コース，３時間と４時間の普

通救命講習，希望時間数による救急教室で，応急手当て，心肺蘇生法，ＡＥＤの

使用方法を中心に講習を行っております。 

 そして，(3)他の団体との合同想定訓練では，消防団，住民の方や他の機関な

どと，地域防災訓練，火災や救助を想定した訓練を合わせて５回実施し，延べ

232名の参加をいただいております。 

 今年も昨年に続き，他の団体との訓練が回数，参加者とも減少していますが，

引き続き，状況を見ながら積極的に実施していきたいと考えております。 

 そのほか，(4)に記載しております中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓

練ですが，11月６日の土曜日，７日の日曜日の両日，豪雨災害を想定し，灰塚ダ

ム，十日市親水公園，さらには西城町のスノーリゾート猫山，安芸高田市のカズ

テック高宮中間処理場で行いました。 

 この訓練は，中四国９県の持ち回りの訓練で，今回は広島県が担当し，安芸高
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田市，備北地区消防組合，両消防本部管内での開催となりました。 

 本来であれば皆様にも御参観をいただき，また他の多くの機関にも参加してい

ただく大規模な訓練となる予定でしたが，新型コロナウイルス感染症の感染防止

のため，残念なことに多くの制約の中，常備消防だけの訓練となりました。 

 これからも各機関と連携し，あらゆる災害に対応できる組織づくりを進めてま

いりたいと考えております。 

 続きまして，５ページ，６ページの資料２は，火災，救急，救助の出動状況，

ヘリコプターの活用状況，高速道路への出動状況でございます。 

 ５ページの火災発生状況につきましては，11月30日現在52件の火災が発生し，

前年同時期に比べ３件減少している状況です。 

 火災による死者は１名，負傷者は６名で，前年に比べ死者は同数ですが，負傷

者で１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，建物火災

により亡くなられておられます。 

 負傷者の方につきましては，コンロやマッチの火が着衣についたもの，わらを

焼却中に長靴に着火したもの，初期消火中に負傷されたものと，原因は様々でし

た。 

 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。 

 救急出場状況につきましては，3,778件出場し，昨年同時期と比較しまして

203件増加をしております。 

 この出場件数の増加につきましては，昨年が例年と比較し少なかったもので，

今年が特に増加したものではございません。 

 ６ページの救助出動状況につきましては，53件出動，そのうち35件活動し43名

を救助，24名を医療機関へ搬送しております。昨年同時期と比較しますと，出動

件数で６件，救助人員で16名増加をしております。 

 次に，消防・防災ヘリコプター活用状況は，林野火災による空中消火要請が２

件，空中偵察が１件，救急搬送が４件，救助が１件，訓練で11件，計19件の要請

をしております。 

 ドクターヘリの活用状況は，要請件数が19件で，活動件数は10件であります。 
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 なお，病院間の搬送は６件となっている状況でございます。 

 次に，中国自動車道への救急出場状況は，７件出場し，７名を医療機関に搬

送，また中国横断道尾道松江線では９件出場し，７名を医療機関に搬送しており

ます。 

 続きまして，７ページの資料３，救急業務の高度化につきましては，現在，当

組合では53名の職員が救急救命士の資格を有しており，そのうち51名を３消防署

７出張所に配置し，救急活動に対応しております。 

 まず，救急活動の質の維持向上のため，救急救命士が行う活動を医師が医学的

な観点から助言，指導を行う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を，今回はウェブも活用しなが

ら行っております。 

 また，心肺停止94症例のうち，救急救命士により気管挿管26症例，薬剤投与

17症例，除細動，いわゆるＡＥＤによる電気ショック７症例を行っております。 

 そして，先ほども主要行事の中でも報告いたしましたが，救命入門コース，救

命講習，救急教室を合わせて65回，1,147名の皆さんに対して行っております。 

 本年も，新型コロナウイルス感染症防止のため，対外的業務を縮小したこと，

さらに住民の皆様からの依頼が激減したことで，昨年同時期と比べ，回数，参加

者ともさらに減少をしております。 

 続きまして，８ページの資料４からは，火災予防活動状況でございます。 

 まず，啓発活動として，各種行事や広報媒体を中心に，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，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います。 

 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，防火教室等を13回実

施し，334名参加され，また防火対象物の訓練指導では，113回実施し，7,423名

の参加をいただいております。 

 防火教室等は，昨年よりさらに回数，参加者とも減少し，消防訓練において

は，回数は昨年度並みですが，やはり例年よりはかなり少ないのが実情でござい
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ます。 

 また，９ページのその他の火災予防啓発活動として，ホームページの公式動画

チャンネルユーチューブを活用し，各署所から火災予防を強く訴えております。 

 続きまして，９ページ中段から12ページは，令和３年度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，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たところであります。引き続き，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たいと考えております。 

 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番の通報受信状況につきましては，第１表のとおり受信総数は5,656件で，

昨年同時期と比較しますと241件増加しております。 

 第２表は携帯電話からの119番の受信状況で，受信総数は2,048件で，こちらも

昨年同時期と比較しますと124件増加しております。 

 受信件数の増加ですが，これは出動件数同様，昨年が例年よりも少なかったも

ので，今年が特に増加したものではございません。 

 また，３表の他消防本部からの転送受信につきましては，携帯電話から通報さ

れたものが，電波の状況や発信位置により他の消防本部で受信され，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で，65件あります。 

 転送元について詳細には記載はしておりませんが，参考までに福山消防から

22件，安芸高田消防から20件，広島消防から８件，その他，尾道，東広島，江

津，新見，雲南，出雲の各消防本部から計15件，転送をされております。 

 次に，13ページ下段，緊急通報システムの運用状況は，14ページ第４表のとお

り，総受信件数は546件で，昨年同時期と比較しますと131件減少しており，また

加入状況は，第５表のとおり三次市が1,244件，庄原市が816件で，加入件数，受

信件数とも年々減少傾向です。 

 次に，３の言語，聴覚に障害のある方が円滑に消防へ通報が行えるシステムの

福祉ファクシミリ，メール119，そしてＮｅｔ119緊急通報システムの運用状況に

つきましては，計14件の加入者で運用しておりますが，今年の受信はございませ

ん。 
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 最後に，４の外国人からの通報に対応するため，通訳を介し通報内容を聞き取

る多言語通訳の運用状況ですが，昨年より１言語増え20言語対応となりました

が，今年は１件の救急事案で利用している状況です。 

 以上で行政報告は終わりますが，これからは寒さが一段と厳しくなり，暖房器

具を使用する機会も増え，建物火災の多発が懸念をされます。当組合といたしま

しては，ホームページや両市の放送設備などを活用し，広報活動をしっかりと行

ってまいりたいと考えております。 

 また，海外では新型コロナウイルス感染症が再拡大をしております。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，出動時に備え，常

に緊張感を持った勤務を指示をしております。 

 引き続き，皆様の御理解と御支援を賜りますようよろしくお願いいたしまして

行政報告を終わら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（弓掛元君） 行政報告並びに消防行政全般について質疑がありますか。 

 〔７番 月橋寿文君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 月橋議員。 

○７番（月橋寿文君） おはようございます。 

 １つ質問させていただきます。 

 消防長からのお話でありましたけども，パワーハラスメントの研修会に関して

もう少し，どういったものだったのかっていうのを聞かせて，誰が受けたのかと

いうところで，初めてだったんですかね。その辺ちょっとお聞かせ願いたいの

と，パワハラに関して今後どのようにされるのか。継続されるのか，研修を含め

て何かされるのかというとこを教えていただけますか。 

 〔総務課長（柳幸夫君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 柳総務課長。 

○総務課長（柳幸夫君） 失礼いたします。パワハラの研修会につきましては，

日夜パワハラについては啓発等をやっておりますけれども，このたびの研修につ

きましては全職員を対象に，講師を呼び，そのパワハラについての認識等いろい

ろ話をしていただきました。 

 先ほどのパワハラの実態，今後の対応についてということでございますけれど

も，こちらにつきましては近年全国でパワーハラスメントというものの相談件数
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というのが増加しておりまして，社会問題として顕在化しております。 

 当組合では，パワハラを含めましたハラスメント防止に取り組むために，平成

30年３月に備北地区消防組合ハラスメント防止に関する規定を策定いたしまし

て，必要な措置を適切に講じるための指針及び要領を定めております。 

 ハラスメント自体を起こさせない，未然に防ぐために，組織内での相談窓口と

いたしましてハラスメント相談員を指定し，いつ，誰でも相談しやすい環境づく

りに努め，また相談窓口ではオンラインを使用いたしました職員意識調査アンケ

ートの実施や苦情の申出，相談窓口を設置し，相談体制を整えて，ハラスメント

の実態把握に手後れがないよう取り組んでいるところでございます。 

 万が一，そのような実態が発生した場合でありましても，有識者で構成してお

ります第三者会議，公平委員会も設置しております。そこで協議，対応を諮る体

制を整えております。現在のところ，公平委員会での協議等はございません。 

 そのほかにも，ストレスチェックや産業医によりますメンタルヘルス相談や受

診，また職員を対象にしました，先ほど言いましたハラスメント等の研修を定期

的に行いまして，パワハラ等ハラスメントの防止に努めまして，職員が能力を最

大限に発揮し，一人一人が生き生きと働くことができる環境を整えていく所存で

ございます。 

 〔７番 月橋寿文君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 月橋議員。 

○７番（月橋寿文君） 詳しくありがとうございました。 

 規律をただしながら，そういったことを若い職員さんも含めてやっていくって

いうのは大変なことだと思うんですが，続けて環境を改善というよりかは皆さん

が一生懸命働けるような職場づくりをしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（弓掛元君） ほかに質疑はありませんか。 

 〔９番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 新田議員。 

○９番（新田真一君） 失礼します。今年度の事業の報告ということでございま

したので，１点ほどお願いします。 

 三次市は，この10月から救急相談センター広島広域都市圏に加入して，♯
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7119の相談窓口が開かれたと。消防庁などもこれによってどう対応すればいいの

かというのをいろいろ相談できる体制が整うことで，救急搬送の適切な選択がで

きるようにということが狙いで取り組まれているというふうに聞いております。 

 だから，まだ導入されて，10月の中旬ぐらいがスタートになったと聞いており

ますので，この資料で言うと１か月足らず，実質２か月ぐらいの間ではあるので

すが，その救急相談センターの対応について，備北消防組合として何らかの体制

変化があるのか，いや，今までどおりで相談件数の動向を見るしかないのか。そ

ういった対応現状はどのようになっているんでしょうか。お願いします。 

 〔通信指令課長（松本好弘君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 松本通信指令課長。 

○通信指令課長（松本好弘君） 失礼いたします。議員の御質問にお答えいたし

ます。 

 まず，この♯7119が全国でどういう状況で今展開をされているのかというとこ

ろをお知らせいたしますと，10月１日現在で全国の18の県，地域がこの事業を行

われております。その事業のエリアの人口を申しますと，約6,000万人の方のエ

リアをカバーされておるということで，人口比率でいいますと約47％を占めてい

るというのが現状です。 

 それから，三次市が10月からこの事業に参入されまして，救急相談センターを

行っているんですけど，通信指令センターのほうにこのサービスを利用して救急

車が出動したという件数をお知らせさせていただきますと，10月は救急相談セン

ターへ11件の相談がありまして，その相談内容から緊急性が高いとオペレーター

のほうが判断いたしまして救急出動に至った件数が４件ございました。それか

ら，11月は相談件数が４件ありまして，それで緊急性が高い，救急車が出動とい

うことになった件数が３件ありました。 

 備北消防といたしましては，この事業に三次市が入られる前から，相談という

のは一般加入電話で指令センターはもとより消防署，出張所のほうへ直接加入電

話で相談されるケースが多々あります。その相談の内容は様々なんですけど，話

を聞いて救急車が必要ということになりますと救急車を出動させる。あるいは，

当番医を教えてくださいというような問合せでしたら当番医を教えてさしあげる

というような対応を行っております。窓口で親切丁寧に対応するように職員研修
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は行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○９番（新田真一君） ありがとうございました。 

○議長（弓掛元君） そのほか質疑はありませんか。 

 〔８番 徳岡真紀君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 徳岡議員。 

○８番（徳岡真紀君） いつも市民のために安全を守っていただき，本当にあり

がとうございます。 

 ２点，質問をさせてください。 

 １点ですけれども，救急搬送に関して，今回の数っていうものが例年と，コロ

ナ禍においてこういう数になっているかと思うんですけども，うち子供の救急搬

送と種別について，分かれば教えていただけたらと思います。 

 そして，現在のコロナ禍で例年と何か違いがあるのか，どのように分析されて

いるのか，変化があれば教えていただけたらと思います。 

 また，特に子供の救急搬送に関して配慮されていること等ございましたら教え

ていただけたらと思います。 

 そしてもう一つなんですけれども，コロナ禍で救命救急講習の回数が令和元年

に比べてかなり減っていると見受けられるんですけれども，こういった現状があ

る中で，令和元年が221回の5,634人に救急救命講習などされているということが

ありましたが，令和２年は97回だったり今年度３年は65回ということで，とても

回数が減っていると思うんですけれども，救急救命講習はとても大切だと私も実

感をしております。 

 毎年ＰＴＡで行っておられましたが，今ＰＴＡでもなくなっているような状況

が続いております。特にこういう講習は，毎年繰り返すということがすごく大切

かと思うんですけれども，そのあたり特別に現在のコロナ禍で救急救命講習に関

して取り組まれていることがあるか教えていただけたらと思います。 

 〔警防課長（山本修司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 山本警防課長。 

○警防課長（山本修司君） 失礼します。先ほどの御質問に対しての回答なんで

すけれども，まず子供ということを言われました。備北消防も国もそうなんです
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けども，子供のカテゴリーの中で新生児，乳幼児，少年という部分がありまし

て，新生児につきましては28週未満，乳幼児につきましては28週から７歳未満，

そして少年につきましては７歳から18歳未満の年齢区分で区分けしております。 

 今年の新生児の搬送というのは，全部で５人搬送しております。申し上げます

と，今12月20日です。今年の１月１日から12月20日まで全部で3,839名のうち５

名が新生児です。乳幼児につきましては105名，少年につきましては74名という

ところ，合わせますと18歳未満は全部で184名，4.7％です，全体からすると。令

和２年，昨年と比べましたら昨年は4.3％の164名というところです。こういった

ところで推移しております。 

 やはり，子供に対する救急隊のアプローチなんですけども，ちゃんと傷病者が

言ったりそういった主訴があればいいんですけども，小さいお子さんだとそうい

うのが分かりません。となると，やはり保護者のほうからの聞き取り，そういっ

たところのファーストアプローチを気をつけて対応していっているところです。

まず１点目はそこです。 

 ２点目の救急件数なんですけども，これにつきましては備北消防の件数の推移

をちょっと説明させていただきたいと思います。 

 昨年は，コロナの関係で 3,948件という件数でしたが，それまでのは全て

4,000件オーバーです。近いところで申しますと，2009年，平成21年なんですけ

ども，3,706件，それ以降は全て4,000件をオーバーしております。 

 最近の５年間の推移を見ますと，昨年が3,948件，2019年が4,370件，2018年が

4,334件，2017年が4,251件，2016年が4,273件，いずれも4,300件前後という推移

を見ております。 

 そんな中で，今年の推移を計算しますと，大体4,100件程度の件数になるので

はないかと。これは，昨年より200件多いですけども，例年の4,300件と比べたら

大体200件少ないような状態。元に戻りつつあると，そのように理解してくださ

い。 

 最後に，救命講習，救急教室のことなんですけども，これにつきましては，組

織体制が緊急事態宣言の発出等で一般住民との触れ合いといいますか，そういっ

た業務を停止，そういった期間がございました。そこら辺をリカバリーするため

に，救急教室，また救命講習をする際は，ちゃんとした空間，換気等をしっかり



- 16 - 

して，レサシアンっていう人形も使うんですけども，そこら辺の消毒っていうも

のを万全として，やはり重要な救命講習ですから，そこら辺の件数をこれから増

やしていきたいなと。もちろん，状況にもよりますけど，そのように考えており

ます。 

 以上です。 

 〔８番 徳岡真紀君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 徳岡議員。 

○８番（徳岡真紀君） 詳しい御説明ありがとうございます。 

 子供に対するアプローチに関しても，とても分かりやすく説明いただきまし

た。救急救命教室なんですけれども，対面でやることが基本だとは思うんです

が，今の時代オンラインなど等の活用も可能性として考えられると思いますけれ

ども，そのあたりのお考えはございますか。ちょっとお聞かせください。 

 〔警防課長（山本修司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 山本課長。 

○警防課長（山本修司君） オンライン研修のことは，もう実際しているところ

なんですけど，申し訳ございません，その件数を把握できておりません。 

 失礼します。 

○議長（弓掛元君） ほかにございませんか。 

 〔13番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 横光議員。 

○13番（横光春市君） それでは，ちょっとお伺いをしたいと思いますけれど

も，備北地区消防組合ができたのが昭和57年ということでございます。以降，

40年経過しております。ということは，出張所ができてから40年ぐらいたってい

るということでございます。耐用年数が50年ということになると，あと10年ぐら

いしかないということになろうと思います。 

 出張所がこの管内へ７つあろうと思うんですが，まず１か所，甲奴は改築でき

るということで，あと６か所ということでございますけども，その出張所の状況

というのは，やはり近年車両が大きくなって車庫も小さくなっているということ

になってくるわけです。狭くなってくるということであります。併せて，女性の

消防職員の採用もあるということから，消防署の職場環境についても検討しなく
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てはならないという状況が見えてくるわけでございます。施設の耐用年数という

こともありますけども，出張所の車庫の検討や，特に女性消防職員の採用のこと

を考えると，早急に改築ということも考えていくべきではないかなというふうに

私は考えています。 

 地方財政を取り巻く環境というのは非常に厳しい状況がありまして，三次市の

財政状況で見てみますと，地方交付税に算定されている常備消防組合の基準財政

需要額が，三次市の場合は８億4,870万円に対して，当初予算で消防予算は10億

1,960万円と約1,700万円余り常備消防に対して予算が多くなっているというふう

な状況があります。 

 こういうような厳しい状況であっても，出張所の改築というのは必ずやってい

かなくてはならないと私は考えておりますので，各施設の改築計画というものを

立てる必要があると思いますし，そのための建設というのを今後検討していかな

くてはならない時期に来ているんではないだろうかというふうに思っております

ので，そこらの状況について執行部の考え方をお伺いできればというふうに思っ

ています。 

 〔総務課長（柳幸夫君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 柳総務課長。 

○総務課長（柳幸夫君） 失礼いたします。先ほど議員が言われました消防組合

の庁舎の今後の計画ということでございますが，当組合におきましては，公共施

設等の総合管理計画を策定しまして，財政面におきまして，人口減少等による税

収の減収や普通地方交付税の削減が進む中，地域の特性や社会情勢等を見据えま

して，中・長期的な視点で消防本部を含めた３署７出張所の庁舎等の管理を，長

寿命化等を含めまして計画的に行うことにより，財政負担の軽減や平準化を図る

こととしております。 

 しかしながら，議員御指摘のとおり，既に建設をいたしまして40年近くになる

庁舎の老朽化の問題や，生活環境や社会環境の変化に対応するための感染対策や

仮眠室の個室化，女性専用室の確保，また車両の大型化によります駐車スペース

の拡張も必要不可欠となる中で，現在の署や出張所でのキャパではカバーし切れ

ないことなど，問題や課題があることも事実でございます。 

 現在，備北消防といたしましては，将来の庁舎更新等の方向性を示す庁舎整備
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方針を作成中でございます。今後，これを基に三次市，庄原市と協議をいただ

き，財源や基金などについても検討しなくてはならないと考えております。 

 大変厳しい財政状況ではありますけども，庁舎の老朽化等，先ほど申し上げま

した問題，課題は避けて通れないことでありますので，今後も両市の協力を得な

がら，財源確保等も含めて協議をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 〔13番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 横光議員。 

○13番（横光春市君） 基本的な基金についての明言はなかったようでございま

すけども，今後10年間という言葉ぐらいしかございませんので，それ以上に早急

に取り組んでいかなくてはならないということがありますので，強く要望してお

きたいというふうに思っていますので，両市ともよろしくお願いいたします。 

○議長（弓掛元君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） これにて質疑を終結いたします。 

 日程第３，議案第７号令和２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７号は，例年に倣い本定例会で審議いた

します。 

 ここで監査委員であります政野太議員には一旦退席を願います。 

 しばらく休憩いたします。 

            午前10時47分 休憩 

            （政野議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君）， 

            備北地区消防組合会計管理者（落合裕子君）入場し着 

            席） 

            午前10時49分 再開 

○議長（弓掛元君） 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〕 
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○議長（弓掛元君） 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

号令和２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19億897万3,871円，歳出18億8,965万9,348円で，歳入

歳出差引き残額は1,931万4,523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18億7,230万5,000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968万2,920円と合わせて18億8,198万

7,920円で，歳入全体の98.6％であります。 

 款２使用料及び手数料は213万2,550円で，前年度決算と比べ17.2％の増となり

ました。 

 款４県支出金は６万4,348円で，主なものは広島県との感染症患者の移送に関

する協定書に基づく委託金であります。 

 款５財産収入は171万556円で，前年度決算と比べ1.9％の減となりました。 

 款６繰越金は2,273万3,531円で，前年度決算と比べ68％の増となりました。 

 款７諸収入は34万4,966円で，前年度決算と比べ95.3％の減となりました。諸

収入減収の主な要因は，広島県防災航空隊派遣終了に伴い，広島県防災ヘリコプ

ター運航調整交付金及び広島県防災航空隊派遣職員負担金が減収となったもので

あります。 

 款９繰入金については，執行はありませんでした。 

 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82万1,189円で，前年度決算と比べ1.7％の減とな

りました。 

 款２総務費は４億8,134万5,266円で，前年度決算と比べ13.9％の減でありま

す。この主な原因は，前年度に比べ退職手当支給対象者の減少によるものであり

ます。 

 款３消防費は13億9,681万9,915円で，前年度決算と比べ0.3％の増でありま

す。この主な原因は，13メートルブーム付多目的消防自動車更新に伴うものであ

ります。 
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 款４公債費は1,067万2,978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（弓掛元君） 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（弓掛元君） 柳総務課長。 

○総務課長（柳幸夫君） それでは，お許しをいただきましたので，令和２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説明をいたします。 

 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18億8,198万7,920円で，前年度決算と比べ

3,570万8,190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18億7,230万5,000円

で，歳入総額の98.08％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は968万2,920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213万2,550円であります。主なものは，危

険物製造所等許可手数料などであります。 

 款４県支出金の収入済額は６万4,348円で，広島県感染症患者移送業務委託金

であります。 

 款５財産収入の収入済額は171万556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2,273万3,531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，34万4,966円で

あります。前年度対比703万8,472円，95.33％の減となっておりますが，減収の

主な要因は，広島県防災航空隊派遣職員負担金及び広島県防災ヘリコプター運航

調整交付金が，前年度で広島県防災航空隊への職員派遣が終了したことが主な要

因でございます。 

 続きまして，14ページから15ページを御覧ください。 

 款９繰入金につきましては，主に職員退職手当基金からの繰入金ですが，退職
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者の減により，繰入金はありませんでした。 

 以上，歳入合計額は，予算現額19億835万6,000円に対し，収入済額は19億

897万3,871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82万1,189円であります。 

 款２総務費の支出済額は４億8,134万5,266円で，不用額は640万6,734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４億

8,125万3,414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32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５名分の退職手当が

含まれております。節９旅費70万400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が，新型コロナ感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言等の影

響により，中止やウェブ会議，書面会議等への変更により減額しております。節

11需用費1,107万4,033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５項目めになりますが，消耗品費が 316万5,644円，燃料費 98万

7,244円。21ページの備考欄の上段を御覧ください。光熱水費488万2,800円であ

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12役務費755万6,419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２項目めになりますが，通

信運搬費538万5,515円，５項目めの自動車損害保険料92万6,484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8,130万8,802円

は，21ページの備考欄を御覧ください。上から７項目めの業務委託料1,102万

4,547円で，主なものはメールゲートウェイ機器（ウイルス対策）等の設定業務

委託，情報端末機器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7,028万4,255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既存の委
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託料に加えまして，消防救急デジタル無線設備ネットワーク機器部分更新業務委

託料等でございます。 

 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1,791万2,828円の主

なものは，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

558万8,736円，その他の使用料及び賃借料1,170万288円で，インターネット規制

ソフト使用料やデジタルアクセス64回線使用料などであります。 

 16ページ，17ページに戻っていただきまして，節18備品購入費94万9,821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

1,236万8,718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。節25積立金3,993万6,556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3,822万

6,000円及びこの基金に係る運用利子171万556円であります。 

 次に，22ページから23ページを御覧ください。 

 項２目１監査委員費は，支出済額９万1,852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，17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，時間外手当，休日勤務及び

夜間勤務実績の実績が見込みを下回ったことによるものによるものでございま

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

ものでございます。 

 次に，22ページ，23ページを御覧ください。 

 款３消防費の支出済額は13億9,681万9,915円で，昨年度決算と比べまして

467万6,836円増でございます。不用額は1,119万6,085円であります。 

 項１目１消防費の支出済額は13億8,807万3,815円で，不用額は1,096万1,185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182名分，うち再任用３名を含みますけども，職員人件費であります。節９

旅費414万9,810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

に要したものでございます。節11需用費4,802万6,446円の支出の主なものは，消
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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329万3,883円

は，車両点検手数料や登録手数料，廃棄物処理手数料，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99万5,153円は，はしご車通常保守点

検，庁舎電気工作物保守点検委託などであります。節14使用料及び賃借料254万

1,965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１億3,617万4,483円の主なものは，庄原消防署配備の13メートルブーム付多目

的消防自動車及び三次消防署配備の高規格救急自動車及びその資機材費等でござ

います。節19負担金補助及び交付金856万970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，874万6,100円であります。この消防施設

費のうち，節11需用費47万1,900円の主なものは，修繕料，消防本部通信指令棟

屋根防水修繕工事でございます。節15工事請負費827万4,200円の主なものは，消

防本部通信指令棟３階機械室空調設備改修工事，庄原消防署訓練塔床板張替工事

ほか各消防署，出張所等の修繕工事であります。 

 22ページ，23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，役務費でございまして，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

費の実績が見込額を下回ったためでございます。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ございます。 

 続きまして，32ページ，33ページを御覧ください。 

 支出済額1,067万2,978円であります。このうち目１元金は，平成７年度から平

成22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1,030万5,201円で

あります。 

 次の目２利子は，長期債に係る償還利子36万7,777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，歳出合計額は，予算現額 19億835万6,000円に対し，支出済額 18億

8,965万9,348円であります。 



- 24 - 

 以上で令和２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いたします。 

○議長（弓掛元君） 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（弓掛元君） 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。 

 議員の皆様方におかれましては，平素より消防行政に対しまして御尽力をいた

だき，この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

 さて，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令和２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２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，政野監査委員とともに慎重に審査いたしました。 

 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，その計数は

正確でありました。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。 

 それでは，審査の概要について報告申し上げます。 

 まず，当年度の決算の状況でありますが，先ほど来る説明がありましたよう

に，歳入歳出予算額19億835万6,000円に対しまして，決算額は歳入総額19億

897万3,871円，歳出総額18億8,965万9,348円で，歳入歳出差引き残額1,931万

4,523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しますと，歳入は7,794万5,494円，歳出は7,452万

6,486円，いずれも減少しております。 

 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，施設整備の状況につきましては，当年度は多目的消防自動車，高規格救

急自動車等を更新されました。施設等の維持管理や更新につきましては，計画的

に実施されているところではございますが，将来にわたり重要な課題となってく

るため，中・長期的な視点に立ち，健全な財政運営に努められまして，消防防災

体制の基盤強化を図っていただきたいと思います。 
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 消防業務を取り巻く環境は，大規模な自然災害の多発や少子・高齢化などの社

会構造の変化，また，ここ備北地区の広大な活動範囲と中山間地域という地理的

条件からも，住民のニーズは複雑化しております。 

 さらに当年度におきましては，新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大

により，感染症患者等の移送という新たな業務が加わり，求められる業務はます

ます多岐にわたり，消防行政の果たす役割が一層重要となった年でもございまし

た。 

 備北地区消防組合は，創立から50周年を迎えられたわけですが，今日まで私た

ち住民の生命や財産を守るため日々活動していただいております。今後も引き続

きまして，住民が安全で安心して暮らせるまちづくりのために職務に取り組んで

いただくことを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敬意を表しまし

て，簡単ではございますが令和２年度備北地区消防組合の決算審査の報告とさせ

ていただきます。 

○議長（弓掛元君） 質疑を行います。 

 〔９番 新田真一君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 新田議員。 

○９番（新田真一君） 失礼します。昨年度の決算に当たって何点か質問させて

いただきますが，ただいまありました決算審査意見書の結びの欄に，消防活動等

についての２段落目，今年度の火災の発生や被害拡大等を未然に防ぐための継続

的な予防査察や云々と続いています。冒頭，福岡市長の御挨拶にもありました

が，大阪でのビル火災をめぐって甚大な被害が生じている。警らの問題等，細か

い部分はあるんでしょうけど，消防署の役割としての予防査察，あるいは取組と

いうのは非常に重要だろうと思います。 

 そう思いまして，主要施策の成果に関する説明書をいただいたのを見させてい

ただいて，ちょっと何点か御説明をいただきたい。 

 ４ページから予防関係で防火対象物とか建築物確認とか危険物製造所等々の実

施状況がまとめられておりますが，指導件数に対して改修件数という数字が上げ

てございます。指導件数という意味は，こことここを直しなさいよと，おたくの

建物であったり施設であったり危険物云々。それに対して改修というのは，分か



- 26 - 

りました，こことここを直しました，ここは整備しましたという結果だろうと思

うんですが，例えば予防査察実施状況の，４ページを見ると指導件数が66で改修

は19と。要は，指導件数のほうが多くて改修件数のほうが少ない。 

 全てそういう状況になってるっていうのは，改修が終わってないということだ

ろうと思うんですけど，予防の意味での査察をより強化していかなければならな

いといったときに，多分指導件数もランクがあるんだろうと思うんです。緊急を

要するとか非常に危険，ちょっと全く分からないんですよ，指導といっても多分

その幅は厳しいものから緩いものまであるんだろうし，改修の数が少ないという

のはまだできてない，いやできようがない，あるいは不可能とかというようなの

は，できようがないと不可能は一緒か。そのレベルがあるんだろうと思うんです

けども，概略で結構ですからこれらがきっちりしていくということが，自然災害

は人間の力でどうしようもない部分がありますけど，施設，設備をどう整備する

かというんでは，やっぱり人災だろうと。それは，我々の努力によって，とりわ

け消防組合の皆さんの努力によって克服できる課題だろうと思うんです。 

 その意味で，指導件数，その基準とか度合い，あるいはそれに届かない改修件

数の現状，今後継続的な改修指導とは書いてあるんですけど，どのようにそれを

図っていかれるのかということについてお伺いします。 

 〔予防課長（佐々木光昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 佐々木予防課長。 

○予防課長（佐々木光昭君） 失礼いたします。予防課長の佐々木でございま

す。先ほどの新田議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず，予防査察，消防の検査がございますけど，年間を通じて査察計画を上げ

ておりまして，検査に行ったところに対して不備事項があれば全て，先ほど言わ

れた指導件数のほうに入るわけでございます。改修件数のほうが少ないというこ

となんで，指導があった場合は改修の報告を求めます。改修が完了するまで引き

続いて追跡指導を行っております。例えば，電話であったり，改修報告の期限が

過ぎておるんで速やかに出してくださいというような働きかけはしております。 

 今回の指導の件数が多いのは，大半は消防訓練をしなければいけない建物が消

防訓練の未実施であったり，それとか既存の消防の設備の点検です。定期の点検

がなされていないので，速やかに検査を受けてくださいというものがほとんどで
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あります。今度，引き続いて追跡の指導は行うんですけれど，数年にわたって訓

練をしてないとか点検をしてないというところに対しては，実際に検査員が赴い

て速やかに改修してくださいということを言っております。 

 また，ハード面です。例えば，自動火災報知設備とか屋内消火栓とか，経費も

かかるような建物であったり，そういったものが未設置の建物がございます。こ

れはいわゆる消防で言えば重大な違反に当たるものでありますし，実際この重大

な違反があるものも事実でございます，この中に。これらの重大な違反のある建

物で改修できたものは，令和元年度で言えば15件，令和２年度では９件で，本年

令和３年度では７件，改修が完了しております。実際に改修できたということで

ございます。 

 現在，じゃあどのくらいあるんだろうかということだと思うんですけれど，現

在そういった重大な違反のある対象物が15件，未設置のところがあります。当

然，これも引き続いて改修に向けて取り組んでいく所存ではございますけれど，

なかなか関係者が取りつかないということがありましたら，次のステップ，警告

書を出したりとか命令書を交付したりというような違反の処理をして，先ほど言

ったように改修が完了しておるわけでございます。 

 不特定多数の方が利用される建物に対しては特に重点的に，公表制度というの

もありまして，備北の消防組合のホームページにもその公表をするところがあり

ます。実際に，今１件ほど公表しておるところがありますので，そういった公表

制度ができたことに対して改修もある程度進んでいっているのかなというところ

でございます。 

 引き続いて15件の対象物に対しましては，きつく指導をしながら，改修に向け

て取り組んでいこうと思います。 

 あわせて，大阪のビル火災の件でございますけど，先般17日に発生いたしまし

たけれど，19日付で全国の消防本部に対して緊急の立入検査の要請がございまし

た。備北管内では，この検査の対象となる建物は３階以上の階で不特定の多数の

方が利用する建物でございまして，また避難する階段が屋外階段を除いて２つ以

上設けられてないものを対象とするということでございますけど，現在備北管内

ではそういった建物はございません。ということでございますけれど，年間を通

じてしている立入検査において，避難経路となる階段等のスペースに避難の支障
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となる物件がないか，また防火戸の閉鎖の障害になる物件が置かれていないかな

ど重点的に検査をして，不備のあった建物関係者に対しては直ちに是正させるよ

うに職員に指導したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（弓掛元君） そのほか質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） 討論を願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） 討論なしと認めます。 

 田邊監査委員，政野監査委員，落合会計管理者，ありがとうございました。退

席を願います。 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君），

備北地区消防組合会計管理者（落合裕子君）退席） 

○議長（弓掛元君） お諮りいたします。 

 令和２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（弓掛元君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第７号令和２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，政野議員の入場をお願いいたします。 

            （政野議員自席へ） 

○議長（弓掛元君） 日程第４，議案第８号令和３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（弓掛元君） 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８

号令和３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。 
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 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 1,882万

5,000円を減額し，補正後の総額を歳入歳出それぞれ20億1,579万7,000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，目１総務管理費の職員人件費は，人事異動等により職員手当等及

び共済費を320万円減額。 

 一般管理経費は，指揮広報車整備事業の入札残により機械器具費70万7,000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）は，総務費と同じく

人事異動等により給料，職員手当等及び共済費を795万円減額。 

 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

の機械器具費の入札残を合わせて696万8,000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分担金及び負担金の分担金は，歳出の減額，歳入の国庫支出金及び繰越金

などの増額により，三次市分，庄原市分，合わせて5,165万9,000円を減額。 

 負担金は，救急業務支弁金の確定により31万5,000円の減額。 

 款３国庫支出金は，本年度，三次消防署甲奴出張所に配備した災害対応特殊ポ

ンプ自動車の緊急消防援助隊設備整備費補助金が決定したため，国庫支出金を科

目新設し1,383万1,000円を追加。 

 款４県支出金は，広島県との感染症患者の移送に関する協定書に基づき，県か

ら委託された感染症患者を指定の医療機関に移送したことにより，費用の一部を

県が負担することに伴い，県支出金を科目新設し5,000円を追加しようとするも

のであります。 

 款６繰越金は，前年度繰越金の確定により1,931万3,000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（弓掛元君） 質疑を行います。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） 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（弓掛元君） 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御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第８号令和３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。 

 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３年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，御苦労さまでございました。 

            午前11時31分 閉会 
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