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平成２８年第１回議会定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成２８年２月１９日（金） 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

  (1) 出席議員（１０人） 

  １番 田方芳信君  ２番 成松由紀夫君  ３番 山本幸廣君 

  ４番 中村和美君  ５番 庄野末藏君  ６番 堀 徹男君 

  ７番 矢本善彦君  ８番 野﨑伸也君  ９番 三浦賢治君 

 １０番 片山裕治君 

 

  (2) 欠席議員（なし） 

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

    管理者  中村博生君（八代市長） 

    副管理者 藤本一臣君（氷川町長） 

    監査委員 江﨑眞通君 

    消防長 寺本光弘君、次長兼会計課長 橋本昭則君、次長兼予防課長 吉田一也君、 

    警防通信課長 名島友則君、八代消防署長 井上早児君、鏡消防署長 遠山博昭君、 

    総務課長 坂井寿弘君、総務課課長補佐兼人事教養係長 谷井祐典君、 

    総務課副主幹兼財政係長 今田博士君 

 

１．職務のために議場に出席した職員の職氏名 

    総務課副主幹兼総務係長 上野三郎君、同課主査 久保田宏之君、 

    同課主査 山本美和君、同課主任 有田俊二君 

 

１．議事日程 

   日程第１ 議第１号 平成２７年度八代広域行政事務組合一般会計 

             補正予算(第４号)について 

   日程第２ 議第２号 平成２８年度八代広域行政事務組合一般会計予算について 

   日程第３ 議第３号 八代広域行政事務組合情報公開条例の制定について 

   日程第４ 議第４号 八代広域行政事務組合個人情報保護条例の制定について 

   日程第５ 議第５号 八代広域行政事務組合行政手続条例の制定について 

   日程第６ 議第６号 八代広域行政事務組合報酬及び費用弁償条例の制定について 

   日程第７ 議第７号 八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例 

             の一部改正について 

   日程第８ 議第８号 八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

   日程第９ 一般質問 

   日程第１０ 会議録署名議員の指名 
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１．会議に付した事件 

 １．日程第１ 

 １．日程第２ 

 １．日程第３ 

 １．日程第４ 

 １．日程第５ 

 １．日程第６ 

 １．日程第７ 

 １．日程第８ 

 １．日程第９ 

 １．日程第１０ 
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（午前１０時００分開議） 

 

○議長（中村和美君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 これより本日の会議を開きます。 

 

△日程第１～第８ 

○議長（中村和美君） 日程第１から日程第８まで、すなわち、議第１号から同第８号まで

の議案８件を一括議題とし、これより本８件に対する質疑並びに日程第９一般質問を行いま

す。 

 それでは、通告に従い、順次発言を許します。 

（「名前、忘るっとあかんでしょ」と呼ぶ者あり） 

 堀徹男君。（笑いあり） 

 

◆堀徹男君 はい、６番、堀です。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

（堀 徹男 君 登壇） 

 

堀徹男君 皆さん、おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 名前が出なかった堀でございます。どうぞよろしくお願いします。 

（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

 それでは早速、大項目１、消防分署建設基本計画についてお尋ねします。 

 まず、今回一般質問に至る動機です。今定例会当初予算の提案内容で始めて認識すること

となったのですが、これまで当番日の仮眠時に寝具を共有していた、ということから、一人

に１つやっと配備されるということ、それから、その寝具置き場の増設をもせねばならない

施設空間の不充足、そして休憩室での仮眠。仮眠といえどもその時間は疲労回復と次の任務

の英気を養う貴重な時間だと思います。一昨年、管内調査で各分署等を回った際、その休憩

室の畳の古さに、畳なっと換えてあげたらどうですか、と山本議員さんからの声があったの

も記憶に新しいところです。（「そのとおり」と呼ぶ者あり） 

 一日おきに２４時間という消防署での勤務体制においては、４０年前後勤務する中で半分

近くの２０年ほどは寝食を伴う生活空間でもあるわけで、そのような職場の生活スペース、

環境は良いものとは思えません。寝具の配備だけでなく、生活スペースの改善も望ましいと

思うところです。分署改築の時期を早めることは出来ないのか、できなければ改修で対応す

るのか、それが出来るのか、厳しい財政状況の中ですが、今後どのような対策が望ましいか

お尋ねしようと思います。 

 まず、その分署自体の建物も古いし、地震がきたら大丈夫なのかな、耐震診断とかしてあ

るの、という心配があります。新開分署は昭和５４年３月竣工で３７年が経過しています。

坂本分署は昭和５６年３月で３５年経過、泉分署は昭和５７年３月で３４年経過しています。

新開、坂本分署は明らかに旧耐震基準での設計時期ですが、泉分署は新耐震基準での設計導

入でしょうか。消防施設等の整備の際に根拠となる、消防力の整備指針が、平成２６年１０

月に改正されています。その２３条に（消防本部及び署所の耐震化等）とあり、消防本部及

び署所の庁舎は、地震災害及び風水害等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に

発揮するために、十分な耐震性を有し、かつ浸水による被害に耐え得るよう整備するものと
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するとあります。 

 そこで、１点目、消防力の整備指針及び、分署建設計画の概要と、現在の見直しの状況に

ついて。２点目に耐震診断の状況についてお尋ねします。 

 以上で降壇し、再質問以降は発言席にて行います。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 議員ご質問、大項目１、消防分署建設基本計画についてお答えをいたします。 

 はじめに１点目、消防力の整備指針及び分署建設計画の概要と現在の見直し状況について

お答えいたします。 

 消防施設等の総括的な整備に関しましては、平成１７年６月に、消防力の基準が消防力の

整備指針に改められ、必要最小限の基準から市町村が適正な規模の消防力を整備するにあた

っての指針として、市町村の自主的決定要素が拡充されたことから、平成１８年１２月に本

組合においても、消防力の整備基準を策定し、これまでも見直しを図りながら、この指針を

基準に人材育成計画、財政計画、消防施設、車両並びに庁舎建設など整備更新等を実施する

ため、１０年間の消防施設等総合整備計画を策定しております。 

 この消防施設等総合整備計画に基づき、消防分署建設基本計画が策定をされ、近年におい

ては、市街地１の対策として、日奈久分署庁舎建設、市街地２の対策として、すでに事業に

着手をしております、仮称鏡消防署氷川分署の事業計画が作成され、本体工事が、平成２９

年度の予定で事業推進が図られております。 

 新開分署、坂本分署の建設事業につきましても、消防施設等総合整備計画において、新開

分署が４年後の平成３２年度、坂本分署が７年後の平成３５年度に本体工事を計画しており

まして、構成市町の防災担当課長、財政担当課長等を委員とする検討会を踏まえまして、具

体化した消防分署建設基本計画を今後策定させていただくものでございます。 

 次に２点目、平成２６年１０月改正の中での消防庁舎の耐震化、議員質問の耐震診断の状

況についてでございますが、耐震診断につきましては、泉分署は、昭和５７年３月竣工で新

建築基準法が適用されるため、耐震化診断の必要はありませんが、新開、坂本分署につきま

しては、耐震改修促進法に基づく、対象施設とはなりますが、３階以上且つ、床面積１千㎡

で除外されるため、法的な規制は受けないものの、努力義務として、耐震診断の検討をして

いかなければならないと考えています。この耐震診断につきましては、専門的な見地から、

八代市建築住宅課へ相談をさせて頂いているところでございます。以上、お答えといたしま

す。 

 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 指針と計画、そして現状について確認をさせて頂きました。耐震診断の有無に

ついてお尋ねしたのは、改築や改修の判断をする際に、一つの目安として用いることができ

ると思います。法的義務に該当する建物では無いということですが、総合的に勘案してご検

討いただきたいと思います。 

 では次に、前述した間仕切りも無いような休憩室を仮眠スペースとして使用しているなど、
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職場の生活空間の環境の変化や衛生設備等の老朽化も進んでいるはずです。 

 そこで新開、坂本、泉分署の施設の状況についてお尋ねします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

 近年の新開、坂本、泉分署の執務状況及び環境状況についてお答えいたします。 

 新開、坂本、泉分署は、それぞれ建築時から３０年を経過した庁舎でございまして、庁舎

の維持管理につきましても、屋根の防水対策工事や外壁改修工事など、それぞれに実施して

きたところでございます。 

 また、職員の執務環境並びに仮眠室、休憩室等、いわゆる生活スペースでは、建設当初の

配置人員からしてみますと、消防力強化による人員増がなされたため、かなり手狭で厳しい

状況となっております。 

 具体的に申しますと、新開分署については、建設当初の配置人員は、昭和５３年４月分署

長以下１７名体制でスタートしましたが、現在は、２９名体制となっております。救急隊の

専従化や３点セットの要員とポンプ隊を複合した体制となっております。坂本、泉分署もそ

れぞれ開署当時から消防力を強化した体制となり、分署長以下１１名体制から１５名体制と

なっており、執務スペース、生活スペース、車庫スペースなど余裕がなく窮屈な職場環境と

なっております。以上、お答えといたします。 

 

◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 ありがとうございます。 

 今回私もですね、質問するにあたり新開分署を訪ねてみました。２７畳ほどの畳敷きのス

ペースがいわゆる仮眠室で、昼間は時折救急法の講習を実施し、食堂や会議室もなく、少し

前までは、昼食、夕食は折りたたみ式の飯台を出して食べていたとのことであり、休憩もそ

こでとり、夜はそこに布団を敷いて仮眠をとっているそうです。開署当初は、特別防災要員

のみの５人が泊まる計算で作られたスペースだったようですが、今は消防力が強化され救急

隊、ポンプ隊を配置し、最低人員９人、多いときには１０人が横になると、それは窮屈で仕

方がなかろうかと察するところであります。 

 また救急隊の専従化により、夜中の出動で何度も出入りをするときには、出る方残る方、

お互いに気を使っておられるんだろうと思いました。それも仕事の内と言われればそれまで

ですが、労働衛生環境、働く人の待遇改善という観点からは感心できない現状になっている

と思います。最初の答弁で、新開分署であと４年、坂本分署であと７年後に改築の計画がさ

れているということでした。建替えをするには早いが、待つには長い、といった頃合いでし

ょうか。 

 そこで１点目、生活環境改善については改修工事で対応するのか、新しく改築した方が結

果的に安くすむのか。いわゆる、その採算分岐点を求め判断する必要があると思います。現

時点ではどのようにお考えでしょうか。 

 ２点目、公共施設の複合化等による資産の有効利用という行財政改革の観点からですが、

今後、分署を改築する際に、消防業務に必要な敷地面積が確保できたとして、他の公共施設、

例えば八代市坂本支所は昭和４２の完成で平成２９年度に、泉支所は昭和４８年の完成で平
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成３５年度には減価償却上の耐用限度年を迎えます。現在の支所機能、業務、規模を維持す

るという点では改築など更新を視野に入れた時期が目前に迫っております。その際、支所や

地域のコミュニティセンター等との複合化は可能なのか、単独でなければいけないのか、法

令上の制約はないのかについて、お尋ねをします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

 議員ご質問の１点目、分署の生活環境改善については、改修工事で対応するのか、新しく

改築した方が結果的に安くすむのか、及び採算分岐点等についてお答えをいたします。 

 まず、新開、坂本、泉分署の生活環境の改善につきましては、急務ではございますが、併せ

て執務スペースも改善する必要があります。消防本部としましては、両方を改善するとなる

と改築することになるかと考えます。しかしながら、まずは、衛生管理上必要なトイレや仮

眠室の環境改善に努めたいと検討しているところでございます。 

 また２点目、今後の改築分署等の支所や地域のコミュニティセンターとの複合化は可能か

などについてでございますが、他の消防本部の例から、法的な規制は、建築基準法、消防組

織法に照らし合わせてもありませんが、今後の分署建設につきましては、効果的な消防力の

推進を図るため、各分署の位置及び市役所の支所を含めた市所管の公共施設との複合化等に

あたり、災害時に必要な消防施設を最低限確保した上で、条件が整えば、複合化というもの

も構成市町と検討協議させていただきたいと考えております。以上、お答えといたします。 

 

◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 ありがとうございます。 

 １点目の質問で、改築とは簡単にできるものではありませんということ。環境改善につい

ては、当面のあいだ、現場の職員さんの意見を反映し、最小のコストで最大の効果が得られ

るよう創意工夫をもって、具体的な計画を立てていただきたいと思います。 

 ２点目については、消防として施設の複合化等に問題が無いと確認できれば、八代市に持

ち帰って提案をしてみたいと思います。既存施設の改修による活用や施設の共有化ができれ

ば建設費の軽減につながるでしょうから、この組合としても構成市町の負担分にとってメリ

ットが期待できるでしょう。今後も他の消防本部の事例等を収集し研究を重ねておいて頂き

たいとお願いします。 

 

 それではこのまま大項目の２にはいります。庁舎の維持管理についてです。 

 構造体の設計寿命をまっとうするには、適切な修繕計画が必要だと考えています。特に消

防は、今回多額の投資を行ったデジタル無線設備など特殊な機器を運用する部署であり、災

害が発生した際にもその機能を維持するために、運用に係る機械、電気、設備など万全の態

勢で整備しておくことが求められます。しかしながら、その入れ物である、この本部庁舎に

おいては、雨漏りや水漏れという建築の業界では初歩的なミスが見受けられています。ここ

は鉄骨構造ですので、水濡れは特に傷みを早める原因となります。万一、鉄骨に腐食が発生

していれば、設計強度を維持できていない可能性もあります。 

 建築当時の契約と瑕疵担保保証はどうなっていたのかと、お尋ねしたいところですが、す
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でに２０年が経過しております。いかんともしがたいところでございます。そこで本部庁舎

における雨漏り、水漏れの現状とこれまでの対応についてお尋ねをします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 議員ご質問、大項目２、庁舎の維持管理についてお答えをいたし

ます。 

 消防本部庁舎の雨漏れ対策につきましては、平成７年の建築時以降、施工業者で庁舎中央

の屋根補修について大規模な改修が行われましたが、その後も多量の雨により継続的に雨漏

れをしている状況にあります。 

 近年の改修工事につきましては、平成２４年度から今年度において、外壁工事や天井部の

改修工事をはじめ、ポンプ設備や高圧受電設備など設備改修工事も計画的に実施をしてきて

おります。以上、お答えといたします。 

 

◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 ありがとうございます。 

 計画的に実施をされているようですが、先ほど申しましたように、雨漏り、水漏れは、構

造体劣化の最大の原因です。こちらに来るたびに、未だ廊下の天井の点検口が毎回開けっ放

しという現状からは、早急な修繕が望ましいのではと思います。鉄鋼構造の耐用限度年で考

えれば、少なくともあと２０年は使用することになります。建物の機能維持と長寿命化のた

め、そろそろ本格的なメンテナンスが必要だと考えます。 

 そこで１点目、本部庁舎の本格的な改修工事の計画について、２点目、新開、坂本、泉分署

の庁舎管理計画について、３点目、建築後間もないですが、日奈久、鏡の営繕計画は立てら

れていますか。以上についてお尋ねをします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼いたします。 

 議員ご質問の１点目、本部庁舎の本格的な改修工事の計画についてお答えをいたします。 

 本部庁舎も建築後２０年が経過しましたので、議員ご指摘のとおり、建物の機能維持と長

寿命化のため、雨水対策だけではありませんが、屋根の改修や電気、機械設備も含め、大規

模な改修工事と位置づけ、工法や施工について、専門家を交えて検討協議をさせていきだき

たいと考えているところでございます。 

 次に２点目、新開、坂本、泉分署の庁舎管理計画についてでありますが、先ほどお答えし

ましたように、新開、坂本、泉分署など建築時から３０年を経過した庁舎管理につきまして

は、それぞれ、屋根の防水対策工事や外壁改修工事などにつきましても、新たな庁舎建設時

まで計画的に維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に３点目、建築後間もない、日奈久分署、鏡消防署の営繕計画についてでございますが、

やはり、庁舎等を長く清潔に使用するためには、定期の維持管理と営繕計画は必要と考えま
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す。消防本部としましては、八代市建築住宅課等からの専門的アドバイスを受けながら、開

庁から１０年以降を目処に庁舎の維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上、お

答えといたします。 

 

◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 本部庁舎をはじめ、鏡署、各分署とも具体的な営繕計画を立て、庁舎、機械、

電気、設備などの項目を作り、一覧表にしてみると良いと思います。インターネットで調べ

てみれば、先進的な自治体の取り組みなどが紹介されています。どこの何から先にすべきか、

優先順位がつけやすくなり、支出の平準化も考慮しながら検討できれば、財政部局との協議

の際には理解も早まると思います。ぜひご検討頂きたいと思います。 

 

 それでは、大項目の３、庁舎建設基金についてお尋ねします。 

 次に以上の質問を踏まえ、その財源についてですが、改築や改修、修繕をするとなれば、

構成市町による負担金が前提です。それに加え、庁舎建設基金もお持ちです。その基金です

が、平成２３年度末残高１千２５３万円から、使うでもなし、積み立てるでもなしで、平成

２６年度末残高が１千２６４万円と、利子分が積み立てられているにとどまっています。そ

の間には、日奈久分署の改築がありましたが活用されていません。 

 そこで１点目、基金設置の経緯と目的について、２点目、現在、仮称氷川分署建設の計画

がありますが活用される予定でしょうか。３点目、全面改築までにしばらく期間のある、前

述したような分署の生活環境の改善に活用できないのでしょうか。４点目、今後の改築計画

に基づいて積み立てておく必要はないのでしょうか。以上、庁舎建設基金についての考え方

について伺います。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 議員ご質問の大項目３、庁舎建設基金についてお答えいたします。 

 まず１点目、基金設置の経緯と目的についてお答えをいたします。 

 庁舎建設基金につきましては、平成５年度、６年度に消防本部庁舎建設事業の建設事業費

に充当するため、消防庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を平成２年２月に制

定をいたしました。その後、平成１９年度鏡消防署庁舎建設事業の建設費として、一部充当

されております。 

 次に２点目、仮称氷川分署建設への基金の活用についてでありますが、庁舎建設基金の活

用につきましては、構成市町の財政担当部局と今後協議をさせていただき、決定をしたいと

考えております。 

 次に３点目、全面改築までの期間に、分署の生活環境の改善に活用できないかでございま

すが、本組合消防庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例第１条にありますように、

この基金の設置目的は、消防庁舎建設の費用に充てるための基金と定められておりますので、

改修等に使用することはできないと思われます。 

 次に４点目、今後の改築計画に基づいて積み立てておく必要はないかでございますが、現
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在、庁舎建設基金の残高は、１千２６９万８千円ありますが、この基金の取扱いを含め、基

金運用につきましては、改めて構成市町の財政担当部局と協議をしながら活用していきたい

と考えております。以上、お答えといたします。 

 

◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 ありがとうございます。 

 では続けて、大項目の４、消防施設整備基金についてです。最後の質問となります。 

 さて、もう一つ基金が設置されています。消防施設整備基金についてです。今定例会に、

屈折梯子付き消防ポンプ自動車の買い替え費用が予算計上されています。この車両は、平成

２６年度予算で１９０万円を要し、悌体リンク溶接部の緊急修理が行われましたが、その時

は既に２８年度には更新の計画がしてあったとのことです。この修理については代替の効か

ない車両であり、緊急を要する修理ということで、構成自治体の財政当局と検討の結果、適

切だと判断されたとのことでありますが、消火や救助活動を始めとする現場の活動において、

この車両のバスケットに乗って活動する隊員と、また救助される側の生命を預ける機械であ

ります。溶接の修理で元々の強度が回復されたとしても、１００％の信頼を寄せて乗るには

いささか心もとないのではないでしょうか。計画ではあと２年で更新時期が来るからと待た

れたのでしょう、８千万から９千万円する価格では構成自治体に遠慮されたのではないかと

察するところです。 

 私は１年前倒しで２７年度に買い替えを考慮されても良かったのではないかと思います。

議案説明では今回２８年度予算可決後に、入札、発注の手順を踏み、納品まで１年はかかる

とのことでした。そこで、緊急に更新が必要となる事態に備えて使えるような基金で有るべ

きだと考えます。今後、計画にある車両の直近分の何割かを積立てておくとして、例えば一

般に自動車をローンで買う時に用いる頭金のような考えで基金残高があっても良いのではな

いかと思います。私の手持ち資料でわかる範囲の平成２３年から今年度までの残高は９万円

で、活用も積み立てもされていないようです。 

 そこで基金の考え方についてお尋ねします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 議員ご質問、大項目の４、消防施設整備基金についてお答えをい

たします。 

 消防ポンプ自動車やはしご車、救助工作車などの消防車両や高規格救急自動車などの救急

車両の整備に要する経費の財源に充てるため、平成１０年２月に消防施設整備基金の設置、

管理及び処分に関する条例が制定をされました。 

 この基金の目的と致しましては、消防車両等の更新整備に要する費用として、多額の費用

が必要なことから、構成市町への負担を平準化するため設置されたものでございます。 

 しかしながら近年において、積立も実施しておらず、基金も活用されていない状況であり

ます。このことから、退職手当基金の運用も併せ、基金のあり方について、構成市町の財政

担当部局と今後、検討協議することとしたところでございます。以上、お答えといたします。 
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◆堀徹男君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 堀徹男君。 

◆堀徹男君 ありがとうございました。以上、２つの基金についてお尋ねをしてみました。 

 庁舎建設基金については、１千２００万円という貯金がありながら使い道が限られていま

す。当然です。 

 新築は厳しいからリフォームで我慢しようと、これが使えればタイムリーにかつ有効に活

用できるのになと我が家の家計に置きかえてみればそう思うのですが、そういうわけにはい

かないのがこの基金です。相当な期間いわゆる塩漬けになっている基金だと思います。 

 氷川分署建設の頭金に相当する分に活用すれば、その分の負担金は軽減されることになり

ます。軽減された分のその半分の６百万円を耐震診断費用や当面の分署改修費用に回して頂

けないか相談してみるのも妙案だと思いますし、いやいや今後、具体的に計画を立てるから

とまだ貯金しておいた方が得策かもしれません。 

 消防施設整備基金では、車両の買い替えに備える方が得策なのか、いや、緊急時でも負担

金でいくのが良いのかも含めて、基金はどうあるべきか、どのような考え方に基づいて行う

のか、答弁にありましたように、今後構成市町の財政当局としっかり検討協議を重ねて頂き、

限られた財源を有効に活用できるよう、具体的な計画を立てておかれるようお願いしたいと

思います。 

 以上で、今回の質問を終わらせていただきます。 

（「いい質問」と呼ぶ者あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

◆野﨑伸也君 はい、８番、野﨑です。 

（「頑張れよ」、「負けんごつせろ」と呼ぶ者あり） 

（野﨑 伸也 君 登壇） 

 

◆野﨑伸也君 皆さん、おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 八代市議会議員の野﨑伸也です。今回の一般質問では２点、通告をしております。早速で

すが、質問に入りたいというふうに思います。 

 大項目１点目、平成２８年度八代広域事務組合一般会計予算について、平成２８年度予算

案が今議会に提案されました。議会初日の提案理由説明において、中村管理者からは、組合

運営の財源の大半が八代市と氷川町の負担金で賄われていることを再認識し、住民の安心、

安全に向け、事務事業の再点検を行いつつ、経費の徹底した見直しを図っております。経費

の徹底した見直しを図っております、との力強い言葉があったとこころです。ちなみにです

が、昨年も同様に経費の徹底した見直しを図ったとの言葉が今も耳に残っております。 

 皆さんもご存知の通りですが、現在、どの自治体においても歳出予算の削減に力を入れて

おります。理由を端的に申し上げれば、歳入の減少は間違いなく見込まれておりますが、増

加するということは、全くもって見込めないと、はっきりとした意思表示だと認識をしてお

ります。 

 八代市においては、数年前から前年度予算に対しパーセンテージを設定。そして、歳出抑
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制目標を掲げ取り組んでいるところであります。目標の達成に向けては、決算審査特別委員

会などの指摘や改善要望を受けたもの、また、市民事業仕分や行政評価外部評価委員会の提

言にとどまらず、事務事業評価を踏まえ、全事務事業をゼロベースから見直しを行うという

ことで実施されております。その様な状況から、中村管理者は八代市の市長の立場からも経

費の徹底した見直しを図っていくと、そのような言葉が発せられたものと鑑みるところであ

ります。 

 当事務組合の負担金にしても、今程申し述べましたように、八代市の歳出削減の取組みか

ら外れる事無く、該当する事業の一つと認識をしておりますし、そのような考えの下に、今

回提案されました平成２８年度の当組合の当初予算案を確認させて頂いたところであります。

しかしながら、配布されております予算書を見渡しただけにおいては、事務事業の一体どの

部分が具体的に削減されているのか、また、見直しの効果はいったいいくらあったのか、事

務事業そのものの必要性やその判断の拠り所は何処にあるのかと疑問を抱いたのが正直なと

ころであります。 

 そこで一般質問を通して、執行側と議会側の意思の共有を図れればというような思いを持

ちまして、また、お互いが住民の皆さんへの説明責任を果たすという意味を込めて質問をさ

せていただきたいというふうに思います。 

 １点目、一般会計当初予算案の編成にあたっての方針とポイントについて。２点目、予算

案編成における課題とジレンマについて。答弁につきましては、日々、消防職員の皆さんと

接せられていると共に、消防業務に深く精通し携わられておられますと共に、広域消防の長

として構成市町の財務事情も考慮し、調整も図らなければならないというような立場であり

ます消防長のほうにお願いをしたいというふうに思います。 

 以上、壇上からの質問はこの程度に留め、これ以降の発言、質問は、発言者席から行いま

す。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 野﨑議員ご質問の１点目、予算編成にあたっての方針とポイント

についてお答えをいたします。 

 国における平成２８年度予算は、基本方針２０１５に示された経済、財政再生計画の初年

度の予算であり、手を緩めることなく、本格的な歳出改革に取り組むものとされております。

構成市町においても同様でありますが、本組合においても、歳出改革の取組みを強化し、予

算の中身を大胆に重点化することといたしております。 

 一方、構成市町における八代市及び氷川町においては、熊本県において策定中の熊本県ま

ち・ひと・しごと創世総合戦略の目標達成に向けた取り組みをはじめ、県政の発展に向けて、

必要な取り組みに着実に推進していく必要があるとしながらも、平成２８年度が普通交付税

の段階的削減の開始年度にあたることから、歳入面では、一般財源の増を見込めず、また、

経常収支比率が４年連続で上昇し、財政の硬直化が進んでいる状況で、財政健全化に向けた

取組みを実施しなければ、財源不足が危惧される状況にあります。 

 このことから、本組合の平成２８年度予算は、地域住民の更なる安心、安全の確保及び消

防の円滑な運営に努められるよう消防施設等総合整備計画等に基づき、事業の推進を一層図
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ることとしておりますが、構成市町における今後の財政見通しが極めて厳しい状況にも配慮

し、予算編成方針といたしたものでございます。 

 このことから、平成２８年度においては、３つの整備計画に基づきまして、次の事項を重

点事業として推進するものとしております。 

 １つ目が、消防施設等総合整備計画に基づき、消防力の充実強化としまして、消防庁舎建

設事業におきましては、仮称鏡消防署氷川分署庁舎建設に係る実施設計、鏡消防署体力錬成

室空調設置工事など、消防施設整備につきましては、新開分署広報車、八代消防署屈折はし

ご付消防ポンプ自動車、同じく高規格救急自動車の更新整備を図るものでございます。 

 ２つ目が、第４次救急高度化推進計画に基づき、救急高度化推進事業としまして、隊員の

養成、救急資機材の整備等を行い、地域住民の救命率の向上を図ります。 

 ３つ目が消防活動資機材整備計画に基づき、消防資機材整備事業としましては、多様化す

る各種災害への対応資機材としまして、空気ボンベ、化学防護服、水難救助資機材等の整備

を計画的に実施いたします。 

 最後に、職員の研修事業につきましては、多様化する消防行政に対応する人材の育成とし

まして、熊本県消防学校への教官派遣や消防大学校、熊本県消防学校、各種講習を通じて、

人材育成に努めてまいります。 

 次に、予算編成における課題とジレンマについてお答えいたします。 

 当組合の予算総額に係る構成市町の負担金の割合は、９１.７%であります。さらに、予算

総額に係る義務的経費いわゆる人件費及び公債費の割合は、８５．８%を占め、実質的な予算

としましては、歳入では負担金、歳出では、ほとんどが人件費であります。 

 また、消防業務を運営する上で、物件費や維持補修費についても、高齢化等に伴う救急需

要の増加や近年の豪雨災害など大規模災害も見据えながら、的確な予算編成について、構成

市町の財政担当部局と積極的に協議し、適正に対応して行かなければならないと考えており

ます。以上、お答えといたします。 

 

◆野﨑伸也君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

◆野﨑伸也君 ありがとうございました。 

 答弁では、限られた予算であるからこそ、現在、最も重要とする事業に傾注して歳出を重

点化したというようなことでありました。 

 また、課題としては、近年の予想をはるかに超える自然災害や高齢化社会への対応、さら

には確実な業務遂行の基盤となる施設整備が常に求められている状況にある中で、一方では

予算の歳入のほとんどは構成市町の負担金であり、歳出においても、そのほとんどは人件費

と、そのような状況が足元にあることがジレンマだというふうに理解をしたところです。だ

からこそ、構成市町の財政部局との協議を重ねた予算であるとのことでありました。 

 このことについては、十分に理解をし、消防長のご苦労を感じたところであります。しか

し、何点かもう少し詳しく質問させていただきたいというふうに思っております。 

 

 まず、構成市町からの財政部局からの歳出削減に向けた具体的な指示があったのかどうか

ということを伺いたいというふうに思います。 

 次に、前年度予算と比較し削減できた事業が、どのようなものがあったのかどうかという

ことでお示しをいただきたいというふうに思います。 
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 また、歳出改革で掲げられておりました重点３項目、消防力の強化、救急高度化推進事業、

消防資機材整備事業は、その重要性から拠り所となる上位計画についても言及をされたとこ

ろというふうに思いますけれども、そこでこの各計画の具体的な概要と進捗率、完了までの

残予算、どのように計画されているのか伺いたいというふうに思います。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼いたします。 

 議員ご質問、１点目、具体的な予算編成についての構成市町からの指示、要望等について

お答えをいたします。 

 構成市町においての財政見通しとしまして、まず、歳入面で普通交付税の段階的削減が２

８年度から始まり、終了する平成３３年度以降は、平成２６年度ベースと比較して約１０億

円のマイナスとなることが見込まれる。一方では、歳出面では、高齢化に伴う社会保障費の

自然増のほか、八代市、氷川町ともに今後、多額の設備的経費が見込まれており、補助金の

活用や有利な起債を活用し、効果的な財政運営が本組合に於いても求められております。 

 次に、議員ご質問、２点目、平成２７年度予算と比較して、削減できたのは何かにつきま

してお答えいたします。 

 総務費の一般管理費４６７万５千円の減につきましては、消防本部庁舎の雨漏れ等の庁舎

修繕料について減額をしたものでございます。議員もご承知のとおり、現状も数箇所の雨漏

りがしているところでございます。 

 予算時に修繕をする予定でありましたが、近年の雨水対策の修繕等を検証しまして、大規

模な改修工事が必要と施行業者よりアドバイスを受けましたので、工法や施工について、専

門家を交えて検討協議をしていきたいと考え、平成２８年度予算から削除したところであり

ます。 

 また、消防施設費では、消防救急無線デジタル化整備事業が完了したことに伴い３億５千

９１３万７千円の減額でございます。 

 次に、議員ご質問、３点目、重点３項目の具体的な長期計画についてと４点目、現在の進

捗率等については、関連をしておりますので一括してお答えをいたします。 

 初めに、掲げました３つの計画につきまして、具体的にご説明いたします。 

 消防施設等総合整備計画につきましては、消防組織法第３７条の規定に基づき、国が示す

消防力の整備指針を基に、八代広域消防の消防力の整備指針を策定し、平成２７年度に平成

３６年度までの新たな１０年間の消防施設等総合整備計画を策定してきております。 

 第４次救急高度化推進計画につきましては、高規格救急自動車並びに高度救命処置用資機

材の導入に向け、救急高度化推進委員会を平成６年に設置をし、第１次救急高度化推進計画

を策定しました。その後、社会状況の変化などに伴い、平成２７年度に救急隊及び救急救命

士の人材育成計画を含む、救急資機材の整備更新を計画的に実施し、管内において地域間格

差のない住民サービスを提供するため、新たな５カ年計画を策定しております。 

 消防活動資機材整備計画につきましては、平成２５年度に水難救助資機材、ゴーグル、防

塵マスク等、労働安全衛生保護機具、空気呼吸器、山岳用ザイル資機材、衛星電話、更には国

から緊急消防援助隊無償貸与使用資機材を含む、整備計画として策定したところでございま

す。 

 最後に、これらの整備計画の進捗状況についてお答えをいたします。 
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 これらの計画を通じて、施設、車両、資機材の整備については、構成市町に於かれまして

も厳しい財政状況の中ではありますが、消防を取り巻く諸事情をご理解いただき、地域住民

の安心・安全を確保するため、順次、計画どおり進めさせていただいております。 

 本組合といたしましても、職員一人ひとりが組合の状況を把握し、経費節減等に取り組む

とともに、補助金や有利な起債等を有効に活用することによりまして、構成市町の負担を少

しでも軽減するよう努めてまいります。以上、お答えといたします。 

 

◆野﨑伸也君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

◆野﨑伸也君 ありがとうございました。 

 歳出削減について、具体に示されたものというふうに思っております。 

 また、それぞれの計画が、引き続き更新されているということも理解をしたところであり

ます。進捗率、また計画が達成されるまでの今後も見込まれるであろう予算については、消

防長のほうからは言及されておられませんでした。しかしながら、担当職員の方、消防長も

一緒にお話をさせていただいた中で、時勢に併せた対策が今後も引き続き必要であるという

ことから、財政面においても、終わりなきものであるということを十分に理解させていただ

いたところです。悩ましき状況の中で、広域消防職員の皆さんが一生懸命に努力をされ、業

務遂行されている姿を私は確認ができたというふうに思っております。これからも地域住民

の更なる安心、安全の確保及び消防の円滑な運営に努めて頂きたいというふうに思っており

ます。 

 また、中村管理者、藤本副管理者におかれましても、管理者としてだけでなく、この八代

市の市長として、また氷川町長として、財政的支援についても十分にご理解をされているも

のというふうに思いますけれども、より一層のご配慮をお願いしたいというふうに思ってお

ります。私も今定例会の議決については、責任を持って八代市議会の当初予算に対応したい

というふうに思っております。 

 ただ、一つだけ思うところがあります。私、今回、職員の方、また消防長とも十分に話をさ

せていただいたからこそ、広域消防の抱える課題、あるいは、見えない部分での努力を確認

し理解する事ができたということでありましたけれども、一般的に、住民の方が見て確認で

きる部分というのは、冒頭申しましたように、私たち議員と同様に、配布されています予算

書であったり、決算書、また添付されております主要な施策の成果に関する調書、そのよう

な資料でしかありません。 

 人間が、初対面の人の印象を判断する要素は外見が９３％というふうに言われております。

つまり、外見だけでですね判断されてしまいがちだという事でありますので、どうにかこれ

を回避する、そういった言葉が適当かどうかはちょっと分かりませんけれども、そのために

はということではですね、住民の方が確認できるものを充実させる必要があるというふうに

思っております。冒頭、八代市の予算編成、歳出削減の取り組みを紹介をさせていただきま

したけれども、事務事業評価をですね、ぜひこの広域消防でも導入すべきだというふうに思

っております。法的に決算においては主要な施策の成果に関する調書を添付するようになっ

ておりますけれども、事務事業評価とは似て異なるものでありますし、その様式をよくよく

見れば、事業が一番最初に据えられておりまして、それを達成するべく施策がどのように執

行され成果はどうだったというような様式というふうになっております。本来、目標という

頂点があって、達成のための計画いわゆる施策が何点か存在すると、その施策の目的を達成
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するために具体的な方法や手段、各事業がいくつも存在するというピラミッド形、そういう

システムというのがあるべき姿というふうに思います。この様式もさることながら、次年度

に繋げるための反省や改革方針も残念ながら、現在の様式の中には示されていない状況にあ

ります。対して、手前味噌になりますけれども、八代市が取り組んでおります事務事業評価

は非常に良く出来ているというふうに私は思っております。余談になるかもしれませんけれ

ども、今定例会には第３号議案として情報公開条例の制定の議案も提案されております。こ

の提案理由には、住民に説明をする責務が全うされることにより、消防行政に対する住民の

理解と信頼を深めることを目的に条例を制定すると記されております。説明責任、住民の理

解と信頼、この目的が達成されますよう、消防長はもとより担当課におかれましては是非、

来年の予算編成に向けてご検討いただきますよう要望させていただきこの項を終わります。 

 

◆野﨑伸也君 はい、議長。 

○議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

◆野﨑伸也君 それでは引き続き、大項目２、八代広域行政事務組合職員採用について質問

いたします。 

 昨今の不透明な景気状況を鑑みてか、大手就活支援企業が実施した２０１６年に就職予定

の大学生が希望する職業の１位は公務員との調査結果が公表されております。景気に左右さ

れない職業であるということは、地方公務員最大のメリットであり、安定した給与が保障さ

れることに魅力ということで、消防士、地方公務員の中の消防士を目指すという人も少なく

無いというような、そんな解説もですねあったところではあります。現在、八代地域におい

ては残念ながら多くの就業場所が望めないというようなこともあり、毎年多くの若者が都市

部へ流出するという残念な状況にあります。そのような事から、安定的でかつ地元就職が見

込める当組合職員採用試験についても住民からの問い合わせや様々なご意見を伺うことが

多々あるところであります。また、いかに技術の進歩があろうとも、最終的にはマンパワー

が必要になるのが消防業務だというふうに思うところですが、大項目１の質疑でもあったよ

うに、歳出予算の９割が人件費であれば、歳出削減に安易な人件費のカットもやむなし、と

して行われているのではないか。また、人員不足であっても、どうにかやりくりしている状

況ではないかと、そのような疑念も拭えないところであります。そこでいくつか質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず１点目、組合職員数の現状と適正職員数の考え方について伺います。 

 ２点目、組合職員採用の方針と課題について。最近の採用試験応募者数の推移と今後の採

用計画にもお答えをいただきたいというふうに思います。併せて、過去の受験者及び合格者

の居住地はどのような状況にありますでしょうか。これは、大規模災害が発生した場合を想

定したとき、居住地から勤務地へ到着が出来るのか。また、どれくらいの時間で到着できる

のか、については住民の安心安全を守る観点から非常に重要と考えておりますので伺いたい

というふうに思います。また、同じ視点から、居住地を域内へ促すような組合独自の内規な

どがあるのかどうか。また、それに順ずるような何らかの取り組みがなされているのか伺い

たいというふうに思います。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、消防長、寺本光弘君。 

◎消防長（寺本光弘君） 初めに、議員ご質問１点目、職員数の現状と適正職員数の考え方
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についてお答えをいたします。 

 平成２７年４月１日現在の条例定数は２２４名で、平成３０年４月１日、仮称氷川分署開

庁時には２３１名となります。 

 適正職員数の考え方と言うことですが、職員数等につきましては、消防力の整備基準を基

に、八代広域消防としましての消防力の整備指針としまして、消防署の数、人員、車両台数

の基準を定めております。その中で、現有台数に対する本組合の基準人員数は３５０名であ

り、現有職員数は２１８名で、１３２名が不足となっております。 

 不足の原因の内訳としましては、車両の搭乗隊員数の違いがあり、基準では、１台に５人

で運用するよう定めている中、本組合は３名で運用していることが主な原因でございます。

他に、兼務の基準、いわゆる乗り換え運用の基準もあります。また、基準で配置をするよう

になっております、消防艇の人員等もその不足分となっております。 

 消防艇の配備につきましては、海上における船舶火災や救助事案は、熊本県消防相互応援

協定で熊本市消防局の消防艇で対応し、海上における災害活動に関する事案は、熊本海上保

安部と業務提携をしており、本組合としましては、今後の港湾計画等の推移を見守りながら

の整備検討としているところでございます。また、車両の搭乗隊員につきましては、熊本県

下でも熊本市を除く多くの消防本部が３名乗車の体制を基本としておりますので、本組合と

しましても消防を取り巻く社会情勢の変化、圏域住民の安心、安全を確実に確保するよう、

本組合の消防力整備指針では、検討課題といたしているところでございます。 

 次に、２点目、職員採用の現状と課題についてでありますが、初めに、過去５年間の職員

採用試験応募者数の推移と今後の職員計画の見通しとしましての現状をお答えいたします。 

 初めに、５ヵ年の職員採用試験応募者数の推移についてですが、応募者数が、年平均８０

人程度で、一次試験倍率は平均３．５倍程度、最終倍率は６．８倍程度となっております。 

 今後の採用計画の見通しにつきましては、消防施設等総合整備計画に基づき計画をしてお

ります。その内容は、平成２８年度と平成２９年度で、仮称氷川分署の職員１３名の増員を

図り、平成２９年度以降、退職者分の採用を含めて各年度職員総数は２３１名といたしてお

ります。また、平成３０年度と３１年度で、１９名の退職予定者がおりますので、大量退職

に伴う消防力の低下が生じないよう、若手職員への知識、技術の伝承を引き続き徹底をして

いきたいと考えております。 

 また、見直しました消防施設等整備計画では、地方公務員の雇用と年金の接続にあたり、

最大１２人とした再任用制度を有効に活用する計画としたところでございます。 

 また、過去の受験者及び合格者の居住地についてお答えをいたします。 

 平成２７年度の例で見ますと、申込者では管内５７名、管外２３名、採用者では、管内７

名、管外１名となっております。 

 また、採用試験にかかる受験者のうち、受験に関しての居住地の規制についてでございま

すが、本組合の職員採用につきましては、試験要領において、受験資格のうち、受験者の居

住地の規制はございません。試験要領の受験資格に居住地の指定を盛り込むことにつきまし

ては、ハローワーク並びに県の人事委員会へ問い合わせをしましたところ、地方公務員法第

１３条の平等の取り扱いの原則により、採用試験要領に盛り込むことは難しいとのことでし

た。本組合の採用試験要領での受験資格につきましては、一般的な地方公務員の受験資格と

同様の欠格事項としておりますが、年齢制限を２４歳までといたしております。 

 本組合といたしましても、できるだけ地元の方から優秀な人材を確保したいと考え、構成

市町の広報紙はもとより、管内の全高校、ハローワークへ職員採用試験のポスターの掲示や
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インターネット等でも広く広報し、まずは地元の方々に多く受験をいただくよう、積極的に

ＰＲをしているところでございます。また、平成２７年７月には、消防分野における女性消

防吏員の更なる活躍推進について総務省通達があり、女性消防吏員の採用計画や幹部育成を

検討していくものといたしております。 

 次に、合格者の居住地の規制及び職員の居住地の状況に関してお答えいたします。 

 初めに、合格者の居住地の規制についてですが、結論からお話しをいたしますと、合格者

への居住地の規制はいたしておりません。しかし、大規模災害や消防職員としての使命感に

鑑み、採用時の研修や消防長、総務課長による研修において職員の居住地につきましては、

機会あるごとに指導を行っているところでございます。しかしながら、家庭の事情等により

まして、管外に居住をせざるを得ない職員もいるのが現状でございます。居住の状況といた

しましては、八代市に１８３人、氷川町に２４人、管外に１７人となっております。 

 以上を踏まえまして、管内の大規模災害の発生に備え、居住地から最寄の署までの経路と

時間等を必ず把握するため、職員の非常招集訓練を実施しているところでございます。その

結果といたしましては、３０分以内では、大規模災害時での消防体制の確保ができるという

訓練結果になっております。以上、お答えといたします。 

 

◆野﨑伸也君 議長。 

○議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

◆野﨑伸也君 多くの質問に、ご丁寧に答えていただいたというふうに思います。 

 まず、適正な職員数ということでは、国の指針からすれば、１００名を超える人員が不足

というようなことでありました。私が一番心配するというところは、答弁にもあったかとい

うふうに思いますけど、乗り換え運用。つまり、救急と消防の兼務の部分ということであり

ます。 

 他自治体の消防において、乗り換え運用による現場到着の遅れから死亡者が発生したとい

うような事案も聞き及んでおります。幸いにも当組合では、そのような事案は発生していな

いというふうに伺っておりますけれども、想定したリスク管理が必要というふうに思ってお

ります。指針に沿った乗換え運用が可能ということであっても、当組合が７００㎢を越える

管轄面積を有しているということもありますので、そのあたりも十分考慮いただきたいとい

うふうに思います。 

 

 次に、職員の域外居住に関しての件ですけれども、こちらについては、適時、訓練を実施

されているということでありました。 

 先の震災では、様々な事情もありましたけれども、道路や橋梁の寸断によって思うように

職員が集まれない状況があったというふうにも聞き及んでおります。遠くの親戚より近くの

他人というような言葉もあります。いざというときはやはり近くの方が有利、ためになると

いうことですので、何らかの手立てが必要かというふうに思われます。 

 採用の際や採用後も居住地を限定するという事は、法律上正しくないということは、十分

理解しております。しかし、冒頭申しましたように、住民目線からすれば、当組合は地元雇

用の大きな役割も果たしているという認識であることは、否めない事実であります。 

 財政事情が厳しい中で、域外居住者の方に、域内転居を促すような補助金を支給するとい

うようなことは難しいというふうに思いますので、八代市、氷川町でも実施されているかと

いうふうに思いますけれども、移住者への補助を拡充する。あるいは、当組合職員に限り、
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よりインセンティブのある補助メニューを創設できないかというふうに思っております。 

 正副管理者におかれましては、消防力強化の一環として是非ご検討をしていただければと

いうふうに思っております。 

 もう一つ、採用にかかるところでございますけれども、専門職員の採用も今後は必要では

ないかというふうに思っております。 

 数年前、当組合から事務職職員がそれぞれの構成市町に引き上げられました。その後は、

消防や救急職員であった方々が現在、苦労されながら業務を遂行されております。また、デ

ジタル化や高機能指令台の導入も進む中で、メーカーと対等に話が出来るような技術職の採

用も必要ではないかというふうに感じております。こちらは、入札や保守業務委託などを想

定してのことになります。今回の質疑の中で、厳しい財政事情の中で精一杯努力されている

ことが伺いしれましたが、もちは餅屋との言葉もありますとおり、精通する技能を大いに発

揮していただくことが、一番に消防力の強化に繋がるものというふうに思っております。専

門職員の採用についても、来年の採用を検討する中でご配慮をいただければということでお

願いをいたしまして、今回の私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○議長（中村和美君） 以上で議案第１号から同第８号までの議案８件に対する質疑並びに

一般質問を終わります。 

 これより本８件に対する討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

 

○議長（中村和美君） 以上で討論を終わり、これより採決いたします。 

 議第１号、平成２７年度八代広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号）について、こ

れを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

(賛成者 起立) 

○議長（中村和美君） はい、起立全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第２号、平成２８年度八代広域行政事務組合一般会計予算につい

て、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

(賛成者 起立) 

○議長（中村和美君） はい、起立全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第３号、八代広域行政事務組合情報公開条例の制定について、こ

れを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 

○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第４号、八代広域行政事務組合個人情報保護条例の制定について、

これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 
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○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第５号、八代広域行政事務組合行政手続条例の制定について、こ

れを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 

○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第６号、八代広域行政事務組合報酬及び費用弁償条例の制定につ

いて、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 

○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第７号、八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 

○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（中村和美君） 議第８号、八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について、

これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

(賛成者 挙手) 

○議長（中村和美君） はい、挙手全員。よって本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第１０ 

○議長（中村和美君） 日程第１０、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第 85条の規定により、会議録署名議員に、堀徹男君、野﨑伸也君を指名いたしま

す。 

 

○議長（中村和美君） 以上で本日の日程を、全部終了いたしました。 

 閉会にあたり、管理者から発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 

（管理者 中村博生君 挙手） 

◎管理者（中村博生君） はい、議長。 

〇議長（中村和美君） 管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

 

◎管理者（中村博生君） 閉会にあたりまして、お礼を兼ねまして、ご挨拶申し上げます。 

 本定例会に提案いたしました議案につきましては、全議案、御承認をいただきまして、本



 

20 

当にありがとうございます。慎重審議いただいて、一般質問もいただきました。いろんな形

で御礼を申しあげたいというふうに存じます。 

 消防行政を取り巻く環境は、大変厳しい状況に変わりはございません。今後も、限られた

財源を重点的、かつ効率的に活用しながら、消防力の充実、強化に努めてまいりたいと考え

ておりますし、地域住民の信頼、理解ですね、先ほど質問の中にもございましたし、そして

皆さん方が、安心して暮らせるまちづくりに、なお一層、取り組んでまいりたいというふう

に考える次第でございます。 

 最後になりますけども、今年に入りまして、一段と気候の変動といいますか、気温も大変

変動が激しい、分かり易くなったと言いますか、大変厳しい今年一年を迎えるにあたり、気

候がですね、災害も起きそうな雰囲気の年になったなあというふうに思っておりますので、

その際につきましても、この消防力をフルに活かしながら、住民の皆様方を、安全、安心で

守るという観点からですね、やっていかなければならないというふうに思っております。 

 議員におかれましても、まだまだ寒い日が続きますので、健康管理には十分に留意してい

ただきまして、さらに、この消防行政につきましても、御支援、御協力をいただきますよう、

よろしくお願い申し上げまして、閉会にあたっての御挨拶とさせていただきます。 

 大変、ありがとうございました。 

 

議長（中村和美君） これをもって、平成２８年２月定例会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

（午前１１時１６分閉会） 
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