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令和３年５月２８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 坪田 朋人   ２番 松本みのり   ３番 藤原 洋二 

  ４番 桂藤 和夫   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 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 

  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 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  議席の指定について 

第２  議長の選挙について 
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追加日程  副議長辞職の件 

追加日程  副議長の選挙について 

第３  会期の決定について 

第４  行政報告 

第５ 議案第３号 動産の買入れについて(消防ポンプ自動車) 

第６ 議案第４号 動産の買入れについて(高規格救急自動車) 

第７ 議案第５号 
動産の買入れについて 

（高規格救急自動車用救急資器材） 

第８ 議案第６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 

○副議長（保実治君） 皆さん，おはようございます。 

 本日は，庄原市議会議員の改選が行われた関係上，前議長でありました徳永議

長が組合議員の任期満了により議長が欠けております。よって，副議長の私，保

実が議長を務めさせていただきますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は何かと御多忙なところ御出席賜り，厚くお礼申し上げます。 

 臨時議会を開催する前に御紹介をいたします。 

 去る４月11日に執行されました庄原市市議会議員の改選に伴い，政野太議員，

横路政之議員，堀井秀昭議員，桂藤和夫議員，藤原洋二議員，松本みのり議員，

坪田朋人議員の７名が消防組合議会議員に就任されましたので，御紹介いたしま

す。 

 また，同日の庄原市長選挙において木山耕三氏が当選され，４月17日，市長に

就任され，同時に消防組合副管理者に就任されました。 

 御紹介いたします。 

 それでは，副管理者木山庄原市長から就任の御挨拶がございます。 

 〔副管理者庄原市長（木山耕三君），挙手して発言を求める〕 

○副議長（保実治君） 木山副管理者。 

○副管理者庄原市長（木山耕三君） おはようございます。 

 先般の選挙で無事当選させていただきました。木山といいます。今後もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○副議長（保実治君） ありがとうございました。 

 本日の議会の出席議員数は16名であります。 

 これより令和３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，署名者は増田議員，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，議席の指定を行います。 

 庄原市議会選出の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。 



- 4 - 

 異議はありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（保実治君） 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，議長の選挙を行います。 

 冒頭紹介いたしましたが，庄原市議会議員の改選が行われた関係上，前議長で

ありました徳永議員が組合議員任期満了となられましたので，現在当消防組合議

長が空席となっております。 

 よって，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条の第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〕 

○副議長（保実治君） 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をいたしました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔13番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（保実治君） 横光議員。 

○13番（横光春市君） 動議を提出いたします。 

 指名者は，政野議員の指名によることを提案いたします。 

○副議長（保実治君） ただいま横光議員から，指名者について政野太議員の指

名によるとの提案がありました。 

 お諮りいたします。 

 この動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（保実治君） 異議なしと認めます。 

 それでは，政野太議員が指名することに決定いたしました。 

 それでは，政野議員，御指名をお願いします。 

 〔15番 政野太君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（保実治君） 政野議員。 
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○15番（政野太君） 御指名いただきましたので，指名をさせていただきたいと

思います。 

 三次市議会選出の弓掛議員を御指名したいと思います。 

○副議長（保実治君） お諮りいたします。 

 ただいま政野議員から指名された三次市選出の弓掛議員を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〕 

○副議長（保実治君） 異議なしと認めます。 

 したがって，政野議員から指名されました弓掛議員が議長に当選しました。 

 本席から，会議規則第32条第２項により告知をいたします。 

 ここで議長就任の承諾と御挨拶をお願いいたします。 

 〔12番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（保実治君） 弓掛議員。 

○12番（弓掛元君） ただいま備北地区消防組合議会議長に御指名いただきまし

た弓掛元であります。よろしくお願いします。 

 私は，今後女性の採用拡大，老朽化施設の改修，市民，一般署員の意見の吸い

上げ等々，チェック機関の役割を少し減らしたいと思っております。皆様からの

御意見，御提案がありましたら，私なり，後に決まります副議長のほうに言って

いただければと思います。よりよい消防組合となりますよう一生懸命頑張ります

ので，よろしくお願いします。 

○副議長（保実治君） ありがとうございました。 

 それでは，ここで暫時休憩をいたします。 

            午前10時07分 休憩 

            午前10時09分 再開 

○議長（弓掛元君）  

 議長を交代いたしました。よろしくお願いいたします。 

 休憩中に保実副議長から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 副議長の選挙を日程に追加し，議題とすることに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（弓掛元君） 異議なしと認めます。 

 よって，副議長辞職の件を追加し，議題といたします。 

 追加日程として，副議長の辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって，保実治副議長の退場を求めます。 

            （保実副議長退室） 

○議長（弓掛元君） それでは，辞職願を朗読させます。 

○（議会事務局職員） 失礼いたします。辞職願を読み上げさせていただきま

す。 

 辞職願。令和３年５月28日。備北地区消防組合議長様。 

 このたびは，組合議員全員協議会における２年間の申合せにより副議長を辞職

したいので，許可されるよう願い出ます。 

 備北地区消防組合議会副議長保実治。 

 以上でございます。 

○議長（弓掛元君） お諮りいたします。 

 保実治副議長の辞職を許可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。 

 したがって，保実議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 保実治議員，入室してください。 

            （保実議員自席へ） 

○議長（弓掛元君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 副議長の選挙を日程に追加し，選挙を行いたいと思います。 

 これ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，追加日程，副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 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。 
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 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。 

 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。 

 〔11番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 横路議員。 

○11番（横路政之君） 動議を提出いたします。 

 指名者は，弓掛議長の指名によることを提案いたします。 

○議長（弓掛元君） ただいま横路議員から，指名者について議長の指名による

との提案がありました。 

 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。 

 それでは，議長が指名することに決定しました。 

 それでは，議長である私，弓掛元が指名させていただきます。 

 副議長に庄原市議会選出の堀井秀昭議員を指名します。 

 お諮りいたします。 

 庄原市議会選出の堀井秀昭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（弓掛元君） 異議なしと認めます。 

 したがって，指名しました堀井秀昭議員が副議長に当選されました。 

 本席から，会議規則第32条第２項により告知をいたします。 

 副議長就任の御挨拶をお願いいたします。 

 〔10番 堀井秀昭君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 堀井議員。 

○10番（堀井秀昭君） 庄原市議会の堀井と申します。 

 ただいま弓掛議長から御指名をいただき，皆様方の御承認をいただきまして，
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この消防組合議会の副議長を務めさせていただくことになりました。市民の生

命，財産を守るという大変な，重要な業務を持つ消防組合でございます。組合会

議員として議長を補佐しながら，議会の円滑な運営に努力してまいりたいと思い

ますので，皆様方の御支援をよろしくお願いをいたします。簡単ですが，御挨拶

とさせていただきます。 

○議長（弓掛元君） それでは，日程第３，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。 

 本臨時会の日程は，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日間と決定しました。 

 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） 管理者三次市長。 

○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年備北地区消防組合議会臨時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何かと御多用の中，御出席を賜りまして，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，皆様の御理解と御協力によりまして業務

の推進が図られているところであり，心から御礼を申し上げます。 

 本来であるならば，この消防議会につきましては備北消防組合本部で開催され

るところでありますけれども，今般の新型コロナウイルス感染症とその感染対策

の関係で，臨時的にこちらのまちづくりセンターで開催をするということであり

ますので，ここで御報告させていただきたいと思います。 

 さて，去る４月11日に庄原市長選挙及び庄原市議会議員選挙が執行され，当組

合議員の構成議員も替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

した庄原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
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お願い申し上げます。 

 また，木山市長におかれましては，引き続き当組合の副管理者として御尽力を

いただけるとのことで，引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

 さらに，先ほど新たに弓掛議長，堀井副議長が就任されたところでございま

す。これまでの御経験を十二分に生かしていただきまして，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いたします。 

 さて，昨年より新型コロナウイルス感染症によって社会環境が一変し，消防業

務においても制約や自粛等を余儀なくされており，業務の運営に少なからず影響

が出ております。また，現在全国各地で変異株による感染症の患者が増加し，本

県におきましても，今月16日より緊急事態宣言の対象県となっております。当組

合管内におきましても，コロナ感染症の患者が再び発生していることから，まだ

まだ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。 

 これまで当組合では，県北部保健所，三次中央病院や庄原赤十字病院をはじ

め，県内の医療機関や消防等との情報共有を図るとともに，連絡，協力体制の構

築に努め，感染者の発生時には適切かつ迅速な搬送を行うなど，万全の体制を整

えてまいりました。現在，消防組合の業務体制レベルを再び最高レベルの非常事

態とし，分散勤務や行事，対外業務の一部禁止等を行い，さらなる感染拡大の防

止と感染予防対策に努めており，幸いにも当組合職員の感染者の発生はなく，業

務遂行に支障を来すことは起こっておりません。 

 なお，３月より医療関係従事者へのワクチンの先行接種が始まっておりますけ

れども，当組合職員のほとんどがこの５月で２回目の接種を終えております。引

き続き，感染症拡大防止対策はもちろんのこと，消防業務遂行体制の維持に努め

てまいります。 

 このような新型コロナウイルス感染症による困難な状況下にあっても，自然災

害をはじめ，人間の不注意や怠慢が原因で起こる人災など，我々の想像をはるか

に超える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。災害が同時

多発的に起こり，甚大な被害をもたらした３年前の西日本豪雨災害や九州，熊本

県を中心に発生した令和２年７月豪雨災害などの自然災害，昨年，静岡県で起き

ました倉庫火災により消火活動中であった消防職員が殉職するという痛ましい事

故や，さらに今年２月，栃木県でたばこが原因で起きた大規模山林火災など，記
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憶に新しいところでございます。 

 当組合といたしましては，このような災害から得た様々な教訓を生かし，大規

模災害は必ず来る，起こる，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，大規模，広域化する自然災害や火災などに対応すべく，地域住民や現場

活動を行う消防職員の安全を確保していく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はじめ，車両や装備等の整備を図り，あらゆる

事態への対応が迅速に行えるよう備えていくことが重要で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，被災地の消防力だけでは対応困難な

地域へ全国の消防が県単位で消防応援部隊を派遣する緊急応援隊が結成され，以

後，ブロックごとに大規模災害を想定した訓練が毎年行われております。そのう

ちの中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練が，今年の11月に，広島県では

10年ぶり，この備北地区管内では初めて開催される予定でございます。三次市と

庄原市，そして安芸高田市の一部を訓練会場といたしまして，当消防組合管内で

大規模災害が発生した場合の万全の体制づくりのため，実りのある訓練にしたい

と思っております。皆様の御支援，御協力をお願いいたします。 

 結びになりましたが，今後も，自然災害や火災，そして救急援助などに対する

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，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。 

 本日は，動産の買入れについてなど，議案４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，後ほど消防長が説

明を申し上げます。 

 それでは，何とぞ御審議の上，御議決いただきますようお願い申し上げまし

て，挨拶とさせていただきます。 

○議長（弓掛元君） 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。 
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○消防長（野崎浩昭君） 失礼いたします。お許しをいただきましたので，本年

度の現在までの消防行政の執行状況について御報告をいたします。 

 御報告をいたします前に，私ごとではございますが，本年４月１日付で消防長

を拝命いたしました。もとより微力ではございますが，最善を尽くし努力する所

存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 また，このたび庄原市市議会議員改選に伴いまして，新たな体制でスタートい

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行政に対し

まして御指導，御支援をいただきますよう，この場をお借りしまして心よりお願

いを申し上げます。 

 それでは，お手元にお配りしております資料より御報告させていただきます。 

 まず最初に，依然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

に対する組織体制について，資料１を御覧ください。 

 当組合では，昨年３月より危機レベルを注意体制，警戒体制，非常体制の３段

階に区分し，原則業務を行っております。 

 レベル１では広島県内に感染者なしとして注意体制，レベル２では県内に感染

者ありとし，イベント等の中止や立入検査などの対外的業務の縮小を行う警戒体

制，レベル３では管内に感染者が発生した場合，非常体制として対応しておりま

す。 

 皆さんも御存じのとおり，本年度に入り，先月から管内で感染者が発生し，４

月30日には危機レベルを３に引き上げ，業務体制としては３－１，対外的な業務

の一部を停止とし，さらに５月12日には管内で多数の感染者が発生したことから

３－２に引き上げ，原則災害対応のみとして業務を行っております。 

 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

をコロナ陽性患者搬送専用とし使用し，昨年度は26件，本年度は，昨日まで３件

の搬送を行っております。 

 また，隔日勤務で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業務に当た

り，日勤勤務の本部職員も，仕切り板の設置や，大会議室，小会議室を使った執

務室を分けた分散勤務を行っております。さらに，希望職員９割に，３月から順

次新型コロナワクチン接種を行い，昨日２回目の接種が終了しております。これ
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からも感染防止を徹底し，業務を行ってまいります。 

 次に，2021年中の各種件数について，５月25日現在の状況について御説明を申

し上げます。 

 資料２を御覧ください。 

 管内の火災発生状況につきましては，今年に入り33件発生し，昨年の同時期と

比較しますと３件増加し，１名の方が建物火災でお亡くなりになり，２名の方が

負傷をされております。市別の火災発生状況は，三次市が18件，庄原市が15件で

あります。本年も，例年と同じように，春先の林野火災やその他の火災が多く発

生し，また近年は，地元以外の帰省された方によるごみ焼きや草焼きが原因の火

災が増加していますので，さらに徹底した火災予防広報を行い，強く訴えてまい

りたいと考えております。 

 次に，救急救助の状況について御説明を申し上げます。 

 救急は，1,580件出動し，1,512名の方を搬送しており，昨年同期と比較します

と，出場件数で66件，搬送人員で74名増加しております。救助につきましては，

24件出動し，19名の方を救助し，昨年同期と比較し，出動件数で６件，救助人員

で９名増加しております。 

 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，鳥取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６件

で，内訳につきましては，広島県３件，島根県２件，鳥取県１件の要請を行って

おります。 

 次に，本年度の消防車両の更新について御報告を申し上げます。 

 資料３を御覧ください。 

 今年度は，三次消防署甲奴出張所の消防ポンプ自動車，庄原消防署，東城消防

署配備の高規格救急自動車及びその救急車に積載する資機材を，去る４月27日，

指名競争入札いたしました。 

 まず，三次消防署甲奴出張所のポンプ自動車につきましては，平成10年度に配

備した車両であり，配備後23年が経過し，指名競争入札とし，６社を指名し，３

社辞退，最終的に３社で入札を行い，株式会社三葉ポンプ様が落札され，税込み

4,741万円で仮契約に至り，納期といたしましては，令和４年３月24日としてお

ります。なお，この車両は，緊急消防援助隊登録車両として申請をし，４月23日
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に正式に1,383万1,000円の補助金の決定がありましたので，御報告を申し上げま

す。 

 この車両の装備ですが，既に管内に９台導入しております圧縮空気泡消火装置

――キャフス――を備えた車両で，積載した600リットルの水に少量の消火薬剤

を加え，圧縮空気で発泡させ，効率よく消火することのできる，水利の少ない山

間部や高速道路等では特に力を発揮することのできる車両でございます。 

 次に，庄原消防署，東城消防署の高規格自動車及び資機材は，平成17年度と平

成11年度に配備した車両及び資機材であり，配備後16年と22年が経過し，車両は

指名競争入札とし，４社指名し，１社が辞退，最終的に３社で入札を行い，広島

トヨタ自動車三次店様が落札され，２台分，税込み3,900万6,000円で仮契約に至

っております。また，両車両に積載する資機材については，指名競争入札とし，

４社を指名し，２社が辞退，最終的に２社で入札を行い，日本船舶薬品株式会社

広島営業所様が落札され，２台分，2,200万円で仮契約に至っております。 

 なお，高規格救急車と，それに積載する資機材の納期につきましては，令和３

年12月３日としております。 

 この３台の車両と資機材は，予定価格は2,000万円以上の動産の買入れという

ことで，議会の議決に付すべき財産の取得であることから，本臨時会へ議案とし

て御審議をお願いしているところでございます。 

 また，上程案件ではございませんが，消防本部の普通ワゴンタイプの指揮車も

同日入札を行い，広島三菱自動車販売株式会社様が826万7,057円で落札され，手

続を進めております。今後も，車両更新計画に基づき，車両の消耗状況を見なが

ら順次更新させていただく予定でございます。 

 次に，職員体制でございますが，広島県消防学校に，本年度採用した７名の職

員を４月５日から約６か月間の予定で初任教育課程に入校させ，また職員１名

を，同校に本年度から３年間の予定で教官として派遣をしております。そのほか

にも，東京都にあります消防大学校，広島市の広島県消防学校に職員を入校さ

せ，専門的な知識や技術の習得をさせていく予定でございます。 

 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，約１か月間の

病院研修を経て，救命士として現場で活躍してくれることになっております。ま



- 14 - 

た，本年度も，引き続き３名の職員を研修所で研修させる予定でございます。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，救急業務の取組を図ってまいります。 

 さらに，本年度は，11月６，７の両日，中国・四国ブロック緊急援助隊合同訓

練という大規模な訓練が管内で行われます。この訓練は，中四国９県の持ち回り

の訓練で，大規模災害が発生した際，防災関係機関や消防機関相互の連携強化を

図ることを目的とし実施されるものであり，県内外から約100隊，500名が参加す

る訓練となる予定です。 

 そのほかにも，各消防署，出張所管内においても，消防団，自主防災組織，地

域の皆様と連携し，各種災害を想定した訓練を実施し，防災意識の高揚と災害時

の連携の強化を図ってまいります。 

 終わりになりましたが，構成市の緊迫した財政事情を踏まえ，経費の節減と機

械器具の愛護，そして事故防止を心がけ，今後も訓練を重ね，市民の皆様の安全

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。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（弓掛元君） 行政報告について質疑がありますか。 

 〔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。新田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 行政報告の資料の各種件数一覧についてちょっとお聞きしたいんですが，これ

は多分１月から５月までの数字だろうと思うんですけども，そういうことですよ

ね。 

 目につくのが，救急発生状況の2021の搬送者件数が，庄原市が大幅に増えてい

るという数字が見られます。現在，５月になってのコロナ発生と思うには，少し

違和感を感じています。三次市も900件ですけど，三次市も１月には50人近い発

生患者数があってというので，コロナがあったけえなというのでなく，自分のほ

うで納得できないので，この件数の発症状況あるいは増加要因はどのようなもの

があるのか教えてください。 
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 〔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） 失礼いたします。ただいまの議員の質問にお答えしま

す。 

 救急件数で66件，搬送人員で74名増加しておりますが，これは去年の件数がか

なり少なくなっておりまして，件数的には例年とさほど変わったものではござい

ません。去年コロナが発生しまして，救急車の搬送の要請があまりなかったんじ

ゃないかと思います。 

 以上です。 

○議長（弓掛元君） よろしいですか。 

 〔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） 先ほど，報告の中にも昨年度のコロナ搬送についても含

められて，素人考えで申し訳ないんですが，コロナのあった人全てが救急車を呼

び，運ばれるわけではないというのを思うわけですよね。 

 病院や検査等々ある中から入院される方や待機のある方もいらっしゃるだろう

し，コロナ専用搬送車も用意して，今，レベルが最も高いところの状況にある中

で一番私が心配するのは，陽性判定を受けたら療養先が決まらず自宅待機という

のは，今1,000人近い数だったと思うんですけども，そういうのは，例えば消防

署として一応行政と連携しながらチェックがしてあるとかというようなことはあ

るんでしょうか。 

 〔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） ただいまの議員の質問にお答えします。 

 コロナ患者の搬送は，基本的には保健所の対応となります。救急車で運ばなけ

ればいけない患者を運んでいる状態でございます。自宅待機の患者のほうは，こ

ちらのほうでは全てを確認しているわけではございません。 

 以上でございます。 

○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〕 
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○議長（弓掛元君） これにて質疑を終結いたします。 

 日程第５，議案第３号動産の買入れについて（消防ポンプ自動車）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３

号の動産の買入れについて御説明申し上げます。 

 本案は，三次消防署甲奴出張所に配置しております消防ポンプ自動車を更新し

ようとするもので，令和３年度で購入後23年が経過し，出動件数は多く，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。 

 また，尾道松江線の開通など，消防水利が不足する場所においても，消防車両

に水槽と圧縮空気泡消火装置を搭載したポンプ車に更新することで，これらの方

に対し消防力を強化するものでございます。 

 ６社を指名し，去る４月27日に入札を執行いたしました結果，4,741万円で株

式会社三葉ポンプが落札いたしました。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（弓掛元君） 質疑を行います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（弓掛元君） 質疑なしと認めます。 

 討論をお願いします。 

            〔「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３号動産の買入れについて（消防ポンプ自動車）は原案のとお



- 17 - 

り可決しました。 

 日程第６，議案第４号動産の買入れについて（高規格救急自動車）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４

号動産の買入れについて御説明申し上げます。 

 本案は，庄原消防署と東城消防署に配置しております高規格救急自動車を更新

しようとするもので，庄原消防署の高規格救急車は，令和３年度で購入後16年が

経過し，走行距離が約21万キロ，東城消防署の高規格救急車は，令和３年度で購

入後22年が経過し，走行距離が約28万キロで，いずれの車両も老朽化が進んでい

ることから更新しようとするものであります。 

 ４社を指名し，去る４月21日，入札を執行いたしました結果，金額3,900万

6,000円で広島トヨタ自動車株式会社三次店が落札いたしました。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（弓掛元君） 質疑を行います。 

            〔「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４号動産の買入れについて（高規格救急自動車）は原案のとお

り可決しました。 
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 日程第７，議案第５号動産の買入れについて（高規格救急自動車用救急資器

材）を議案といたします。 

 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５

号の動産の買入れについて御説明申し上げます。 

 本案は，議案第４号で採用いたしました高規格救急自動車２台の資機材につい

て，救急救命士等が使う最新の機械器具を更新しようとするものであります。 

 ４社を指名し，去る４月27日に入札を執行いたしました結果，金額2,200万円

で日本船舶薬品株式会社広島営業所が落札いたしました。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（弓掛元君） 質疑を行います。 

 〔５番 中原秀樹君，挙手して発言を求める〕 

○議長（弓掛元君） 中原議員。 

○５番（中原秀樹君） 失礼します。 

 主な製品の中のオゾン発生器というものがどういったものか自分が分からない

ものですから，もし分かれば説明をお願いしたいと思います。 

 〔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） 失礼いたします。消防本部警防課長の山本です。 

 先ほどの議員からの説明に対しての答弁を申し上げます。 

 オゾンによる新型コロナ不活化を確認ということで，１つ症例を申し上げます

と，奈良県立医科大学でコロナウイルスをこのオゾン発生器によって不活化する

という資料がございます。この検査結果を取りまとめてみますと，このオゾン発

生器によりコロナウイルスを１万分の１まで不活化したという事案もございま

す。東京消防庁，大規模な消防本部で救急車内にこのオゾン発生器，約25万円相

当のものなんですけども，それを設置することによって患者または隊員を守るた
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めにそれを設置したということになります。 

 以上でございます。 

○議長（弓掛元君） その他，御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。 

 討論をお願いします。 

            〔「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５号動産の買入れについて（高規格救急自動車）は原案のとお

り可決しました。 

 日程第８，議案第６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

ついてを議案といたします。 

 地方自治法第117条の規定により，政野議員の退席を求めます。 

            （政野議員退室） 

○議長（弓掛元君） 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（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６

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弓掛元氏が令和３年５月10日付で辞職願

を出されたことに伴い，地方自治法第196条第１項の規定により，新たに政野太

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（弓掛元君） 本案は人事案件でございます。 
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 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（弓掛元君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第６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。 

 政野議員，入場してください。 

            （政野議員自席へ） 

○議長（弓掛元君） 以上で本臨時会に提出された付議事件は終了いたしまし

た。 

 これにて令和３年５月備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れさまでした。 

            午前10時49分 閉会 
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