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（午前１０時００分開議） 

 

〇議長（中村和美君） おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

これより本日の会議を開きます。 

 

△日程第１～日程第６ 

〇議長（中村和美君） 日程第１から日程第６まで、すなわち、議第１５号から同第２０号 

までの議案６件を一括議題とし、これより本６件に対する質疑並びに日程第７一般質問を行 

います。 

 それでは、通告に従い、順次発言を許します。 

 堀徹男君。 

 

▲堀徹男君 はい。 

（堀 徹男 君 登壇） 

 

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

早速ですが、質問に入らせていただきます。 

通告の番号１番、大項目１、氷川分署建設について。 

まず、平成３０年４月開署に向けて事業を進められています氷川分署庁舎建設について、

質問をいたします。 

この氷川分署建設については、議会で当初説明いただいた敷地面積から大幅に規模が拡大

しています。このことは説明があったかと思いますが、改めて敷地面積の計画変更等の経緯

を確認しておきたいと思います。 

そこで、１点目、敷地面積等の計画変更の経緯について、２点目、当初計画より広くなっ

た理由について、寺本消防長にお答えをお願いします。 

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、寺本消防長。 

（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、ご質問の大項目１、氷川分署建設についてお答えをいたします。 

１点目、２点目ともに関連しておりますので、一括してお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 初めに、１点目敷地面積等の計画変更の経緯についてお答えをいたします。 

 組合議会への氷川分署建設に伴います諸説明及び報告につきましては、次のとおり説明を

してまいりました。 

平成２６年７月１６日の平成２６年第１回臨時会全員協議会において、（仮称）氷川分署庁 

舎建設事業計画書の説明として、敷地面積は３，２００㎡と説明をいたしております。 

また、平成２７年６月１８日の平成２７年第１回臨時会議案説明会では、（仮称）氷川分署 

庁舎建設事業の敷地購入に係る補正予算（第１号）としまして、敷地面積 ６，１５８㎡と
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説明をしております。 

平成２７年１０月２１日の平成２７年１０月定例会において、（仮称）氷川分署庁舎建設敷 

地購入に係る財産取得として、敷地面積６，０８０㎡を議決いただきました。 

 このような中、当初の計画３，２００㎡から、敷地購入時に６，０８０㎡に増大をしまし

た理由につきましては、本組合管内で大規模発生時における受援計画において、緊急消防援

助隊を含む県内外の応援隊の管内北部の集結場所には、現在、氷川町道の駅となっておりま

す。ご承知のとおり平日、土日を問わず、道の駅には多くの方々が来場されます。消防とし

ましても、そのような中に多くの緊急車両が集結することは、実質上厳しい状況にあると考

えます。県内の応援隊の大隊指揮は熊本市消防局、緊急消防援助隊の大隊指揮は福岡市消防

局、指揮支援は北九州市消防局が担当をしております。 

九州自動車道氷川スマートインターチェンジの開通等と相まって、消防としましては、受

援時における応援隊の進出拠点、集結場所として、氷川分署を位置づけ、八代広域全体の活

動拠点として活用できることは、大変有効であると考えています。 

これらを踏まえまして、氷川町のご配慮により、約２倍の敷地面積の確保ができたもので

ございます。 

 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） はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 はい、ありがとうございます。 

氷川町のご配慮で２倍の面積が確保できたということですが、消防長答弁の理由からすれ

ば、八代広域全体の活動拠点なのですから、分署の枠を超えたものなんだろうと思います。

そうなると八代市側も配慮すべきだったと思います。 

氷川分署建設に伴う用地の面積については先の議会、議案説明会、全員協議会の中でも、

その面積６，０８０㎡が本当に必要なのか、使い勝手が決していいとは思えない、その敷地

の形状も含め、選定がそこで良かったのかといった質疑や意見があったと思います。 

しかし、３ヶ所の候補地から慎重に検討を重ね、判断された結果であると意思を尊重し、

また丁寧な説明を受けて承認可決されたわけであります。 

ここの消防本部・八代消防署ですら７，６０７㎡で、氷川分署の敷地面積６，０８０㎡は

鏡消防署６,４２０㎡に次ぐ面積となります。新開分署の敷地は２,１８８㎡と、氷川分署の

敷地面積の３６％、４割にも満たない面積です。もっとも新しい分署の機能を考えて建設さ

れたはずの日奈久分署ですら２,５００㎡と、ほぼ４割の面積でしかありません。６,０８０

㎡という分署レベルでは格段の面積を必要とされた理由は答弁にもありましたが、次の主な

理由でした。 

今後いつ起こるか判らない大規模災害時の緊急消防援助隊の集結場所、場合によっては宿

営拠点ともなり得るし、建物も援助隊員の受入れができるよう余裕を持ったスペースとした

い。また、活発な活動をされている氷川町消防団の操法訓練の支援のため、８０メートルの

直線を確保したいとのことでありました。従来の設計思想にない戦略的発想と先進的な考え

を消防業務の遂行に必要なんだという考えを尊重し、当初計画の１．９倍にも及ぶ敷地面積

の了解をしたところです。 

では今回、全員協議会にて報告のありました、氷川町より依頼があったという氷川町防災

備蓄倉庫の建設について、お尋ねをいたします。 

まず、1点目、そもそもいつの時点で防災備蓄倉庫建設案が浮上したのでしょうか。報告資
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料には丁寧に建設配置計画図が付けられたものです。建屋の面積は３００㎡、平屋の鉄骨造

りで、敷地にすっかりなじんでいるような計画図です。 

議会への説明の中では、庁舎南側の使い勝手の悪そうな袋地のような敷地は、当初、職員

駐車場とすると説明がありました。説明に使われた基本設計の図面にもそう描いてあります。

その位置に氷川町防災備蓄倉庫を建てさせていただきたいとのことです。説明のあった計画

と相違があるように思えますが、消防長、いかがでしょうか。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

氷川町防災備蓄倉庫の建設につきましては、平成２７年度事業での基本設計の中では庁舎

南側は職員駐車場として説明をさせていただきました。 

しかし、氷川町では、今回の熊本地震を踏まえ早急な備蓄倉庫の必要性を検討され、本組

合の７月の臨時議会のときに説明をいたしましたとおり、臨時議会前の正副管理者会議でお

話はありましたものの、具体的な規模等につきましては氷川町から消防のほうには提出はさ

れていなかったものでございます。 

その後、全員協議会資料の依頼文を９月６日の日に受け取り、１０月６日の本定例会に向

けた正副管理者会議で協議をいただいた中で、熊本地震を教訓に、消防、防災は、今以上に

強化し、あらゆる面で連携を図るひとつとして、承認をいただいたところでございます。 

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） はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 はい、ありがとうございます。 

依頼書の提出日は本年９月６日となっています。文書での公式なものはその日となりまし

た。敷地造成工事の工程表を確認してみました。８月１３日着工の準備工が９月の上旬頃に

終わり、続けて敷地造成工に入ろうかというタイミングであります。 

それでは、再々質問に入ります。 

1 点目、議会へ説明された基本設計による職員駐車場の計画からは設計変更ともいえる防

災備蓄倉庫の建設をご了承くださいとありますが、消防として、業務その他への影響はない

のでしょうか。 

２点目、この面積が必要ですということで購入された敷地面積なのですが、事前の調査不

足じゃないのかとも思える調整池の設置で５７２㎡の面積がすでに損なわれています。これ

だけ必要ですと説明のあった６,０８０㎡の約１０％の面積が、緊急時には駐車スペースな

ど他に有効活用できるはずだったのにです。今回、備蓄倉庫建設を了承するとなれば、さら

に直接的な面積だけでも３００㎡が減るわけです。総敷地面積に対し約５％の減となりま

す。直接面積だけで、１５％の面積が本来の敷地購入の理由から外れたものになると思いま

す。仮に、備蓄倉庫を建てれば、その前には搬出や搬入時には車や人が入れるだけのスペー

スが必要ですし、大規模災害時には当日勤務の反対番の職員も駆けつけることでしょうか

ら、車で来るとすれば６台分程度の駐車スペースがさらに必要となるでしょう。調整池のエ

リアも間接的に含めれば、私が図面から拾った面積は少なくとも約２割の減となります。消

防本来業務に必要と判断されて購入された敷地であります。消防防災拠点として大丈夫です

か、機能は維持できるのでしょうか、消防長にお願いいたします。 
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◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

 １点目の防災備蓄倉庫を庁舎南側へ建設することで、業務その他への影響についてですが、

消防本部としましては、職員駐車場はきちんと確保した上で、さらに消防業務に支障、影響

がないことを条件に回答を行いたいと考えております。 

続きまして、２点目の調整池での面積減、今回備蓄倉庫でさらに減、消防として、防災拠

点として大丈夫か、維持できるのかのご質問についてでございますが、調整池につきまして

は、氷川分署も当消防本部や鏡消防署と同様に計画をしていなかった中に、地質調査の時点

で、建設用地の地盤が雨水の地中への浸透率が望めないこと、また、下流域の影響を考慮し、

調整池の設置を県から指導を受け設置をするものでございます。 

そのような中、調整池を有効に活用するため、水陸両用バギーの訓練施設や消防職団員の

ポンプ車の操作訓練である低水位部署から揚水訓練及び放水訓練が実施できるよう調整を図

るものでございます。 

今回の熊本地震のような規模の災害が、仮に八代広域管内で発生をし、被災地となった場

合、初動としまして本組合がまず、対応いたします。続いて、対応ができない場合は、熊本県

消防相互応援協定による県内の消防による応援があります。続いて、それでも対応ができな

い場合は、市町村長及び委任をされた消防長が緊急消防援助隊を要請をし、九州、全国から

緊急消防援助隊が集結をいたします。 

今回の熊本地震では熊本県消防学校が集結場所となり対応いたしましたが、消防学校も被

災を受けている中、敷地の不足等も報告をされております。 

本組合としましては、先ほどお答えをしましたとおり、現状の道の駅では困難と思われま

すので、氷川分署開設にあわせて速やかに本組合受援計画を見直しを図り、管内北部の応援

隊の集結場所を鏡消防署と氷川分署との分散をするなど、多様な災害を想定した複数の集結

場所を設けるなどの検討を行い、防災拠点としての機能強化を図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） はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 はい、ありがとうございます。 

１点目のお答えなんですが、職員駐車場はもちろんのこと、応援隊や操法訓練に来た消防

団等の駐車場、災害時における受入れスペースにも基本構想にのっとり、しっかりと検討を

行っていただきたいと思います。まだ完成も運用も開始されていない段階で、敷地の貸付提

供を回答できるとは思えません。完成後少なくとも４、５年の運用実績を見て、消防本来業

務にまったく支障が無い、デッドスペースであると確認できてから、交渉に入るべきだと考

えます。しかし、そうなれば、それはそれで不要な敷地面積だったということになりはしま

せんでしょうか。 

２点目のお答えについては、リスク分散の考えに基づいてということなんですが、氷川分

署の開署にあわせて受援計画の見直しを図るとのことですが、そちらが先だったのではない

でしょうか。順番が違うような気がします。実質１５％の面積が計画と違っても、大丈夫、

維持できるとなれば、そもそも不要な土地、敷地面積であったと言わざるを得ないのではな

いでしょうか。駐車場もやりくりすれば収まる、集結場所も鏡署に分散できるとなれば、

５,０００㎡以下に抑えれば調整池の設置も不要だったと思いますし、５,０００㎡でも日奈
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久分署の２倍の面積であります。 

最後になります。さて、氷川町から八代広域事務組合の所有する土地に対して倉庫建設の

ご依頼がありましたこの件に関しては、議会の議決を必要とするものではありませんし、執

行権の裁量の範囲内であることは理解をしております。 

最後に、中村管理者の考えをお聞かせください。 

 

○議長（中村和美君） はい、中村博生管理者。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

 

◎管理者（中村博生君）  おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

議員ご質問の氷川町からのご依頼がありました防災備蓄倉庫の氷川分署敷地内への建設に

つきましては、ご依頼をいただきました以降、消防本部にて消防業務、その他への影響につ

いて検討し、特に職員駐車場については確保した上で本来の目的に支障及び影響がないこと

を確認し、承認することに至ったところでございます。八代広域管内住民の安心、安全に繋

がるという観点から承認したものでございます。 

どうぞ、議員各位のご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたしまして答弁とさせてい

ただきます。 

 

◎副管理者（藤本一臣君） 議長。 

○議長（中村和美君） はい、藤本一臣副管理者。 

（副管理者 藤本一臣君 登壇） 

 

◎副管理者（藤本一臣君） 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） 

 今回の氷川分署の建設、その中でも備蓄倉庫の建設に伴う質問でございます。きょうは副

管理者という立場ではなく、地元の首長という立場で発言とお願いをさせていただきたいと、

こういうふうに思います。 

 まずは、氷川分署の建設につきましては、氷川町民の悲願でございました。そして、市街

地２のですね、危険地域の解消に向けての建設が決まったわけでございますし、今計画どお

りですね、進捗をしていることにつきまして、皆さま方のご支援に対しまして心より御礼を

申し上げる次第であります。 

そのうえで、今回の防災備蓄倉庫の建設に至った背景をですね、少しお話をさせていただ

きたいというふうに思います。 

氷川町が誕生します前の２町時代からですね、それぞれの町には備蓄いわゆる災害備蓄品

は皆無でございました。合併をいたしました平成１７年から以降もですね、まったく備蓄品

は皆無でございました。私は２１年の１１月に就任をいたしまして、考え方といたしまして、

安全、安心に上限はないという考え方のもと、備蓄品が皆無ということは、全くないという

ことは、本当にこれは危ないことだという思いをしておりました。その上で、平成２３年３

月に東日本大震災が発生をいたしまして、未曽有の地震でございました。それまで、地震に

対する考えが全くなかったといっても過言ではないと思っておりますが、それを受けまして、

これではいかないと、氷川町にもですね、緊急の備蓄食糧その他の備蓄は必要という考えの

もと、まず、備蓄倉庫はありませんでしたので、平成２５年に備蓄倉庫を２ヶ所つくらせて

いただきました。役場の本庁近くのですね、旧倉庫を改修いたしました。また、宮原振興局
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の議会棟を改修をしまして、そちらに備蓄の部屋をつくらせていただいたところであります。

その後、これだけ大きな地震があるとは思っておりませんでした。風水害等々のですね、被

災に備えまして、３千人分のですね、食糧３日間を確保するということで、２万７千食ぐら

いをですね、備蓄があればいいのかなという計画のもとに、備蓄を始めたのが平成２７年で

ございまして、５年計画で備蓄をする計画といたしております。そういった中で、今回の４

月の熊本地震を迎えたわけでございます。地震発災後一番多いときで、避難者が避難所に１

８００名、それぞれのグラウンドに車中泊でそれの倍近くの方々が避難をされたというふう

に記憶をいたしております。約人口の３分の１の皆様方が避難をされたということでござい

ます。幸いですね、電気、水道、いわゆるライフラインが寸断をされませんでしたので、それ

ぞれのですね、自宅で食糧その他の確保ができたいうことでございますが、これがもし、水

道、電気が寸断されてましたときには、１万４千人の食をですね、どう確保するのかという

ことで、大変危惧をしているところであります。そういった中で、今回の震災を踏まえまし

て、６月の臨時議会後、我が議会のほうにもまだまだ備蓄品が足りないと、その場所も必要

になると、ぜひ備蓄倉庫を建設が必要ということをお話をし、その場所といたしまして、今

回の氷川分署の敷地内ということで、お話をさせたところでございます。その上で、９月の

議会におきまして、その建設に伴います予算を確保できましたので、９月６日の日に当組合

のほうへ、その設置依頼をさせていただいたところでございまして、唐突といえば唐突の話

のように聞こえますけれども、今回の４月の熊本地震を踏まえての判断ということをですね、

ぜひご理解をいただきたいというふうに思いますし、まだまだそれでも、その備蓄品がです

ね、充分じゃなかというふうには、まだ不安があるところではございますけれども、そうい

った中で、今回この建設、設置というものをお願いしているところでございます。あわせま

して、設置場所もほかに場所を見つけたらどうかというお考えもあるかもしれませんが、や

はり、２４時間体制で常駐をしております消防職員がおりますこの敷地につくることが有効

に活用できる一つの一法であろうというふうに考えをいたしまして、お願いをしたところで

ございます。どうぞ、皆様方のですね、ご理解をいただきまして、この建設につきましても

ですね、今後順調に進捗をいたしますよう、ご理解をいただきますようお願い申し上げまし

て、お願いの発言とさせていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

 

▲堀徹男君 はい。 

○議長（中村和美君） はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 はい、答弁書いただいてないので、今初めてお答えをですね、聞かせていただ 

くことになったのですが。私としてはですね、防災備蓄倉庫の建設そのものには反対ではな 

いのです。そのプロセスがいかがなものかというふうに問うているのですね。私、先般の議 

会で複合施設化による公共施設管理という観点で質問させていただきました。地震があって 

初めて気づいてやるということではなくてですね、計画性を持って、広域として又は構成自 

治体として取り組んでいくという考えは必要じゃなかったのではないのかなというふうに思 

ってます。そもそも防災備蓄倉庫建設、それから土地の確保というのは、町長さんという立 

場でお答えいただきましたので、私もお答えさせていただきますが。本来、構成自治体が独 

自に行うべきものではないかというふうに私は思っています。ただ順序として、私たち議会 

はこの敷地の購入に対しては、駐車場であると、広域であるということでお伺いをしており 

ますので、そこに違和感を感じているわけでございます。ただ、今ご説明がありましたよう 

に、３００㎡といいますと単に言っても平屋で１００坪、その敷地をですね、これから氷川 

分署で確保しようということになっても、なかなか難しいのではないかなというふうに思い 
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ます。なぜかというと、具体的な搬出、搬入経路等の経路が見えてきていません。できれば 

ですね、東側にちょうど、認定はしてないですけど、しないということでありましたが、里 

道というものを接道されているということで、裏から出入りをするなりですね、具体的な計 

画案というのをもう少し示していただいて、我々も理解できるところには歩み寄りたいとは 

思っていますが、まずは、その計画をですね、しっかり議会にも伝えていただきたい。なぜ 

かというと、議決権はありませんが、当初購入した目的からすると、私たちが聞いているの 

は違うというふうに思っているからです。広域圏内の備蓄倉庫の件につきましては、何とも、 

頭から否定できるようなものではないとは思っていますが、そのプロセスに対してはもう少 

しご配慮いただきたかったなというところであります。これから建設計画に入られるという 

ことですが、その中でもですね、折を見てしっかりとした説明、それから広域消防本部とし 

ましても、本当にですね、業務に支障がないように、検討をですね、重ねていただきたいと 

いうふうに思っております。 

以上で、今の質問、終わらせていただきます。 

 

▲堀徹男君 続けて、よろしいですか。 

○議長（中村和美君）はい、どうぞ。 

▲堀徹男君 はい、それでは、大項目の２、職員の資格等の取得についてであります。 

今回、平成２７年度決算の中の主要な施策の調書の中から大型免許取得の部分がありまし

たが、取得にあたっては自己負担があっているようです。仕事に必要な、それがなくては従

事できないものについては全額公費負担でもいいように思いますが、まず職員の各種免許取

得状況について、お尋ねをいたします。 

１点目、消防業務に必要な各種免許の種別、その取得者数、その割合、大型車両に対する

取得者割合等について、現状をお聞かせください。 

２点目、その内、公費の負担状況について、消防長にお尋ねをいたします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） 寺本消防長。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 議員質問の大項目２、職員の資格取得についてお答えいたします。 

 まず１点目、消防業務に必要な大型自動車免許を含めた各種免許資格及びその取得数につ

いてお答えをいたします。 

 消防業務に必要な主な免許資格は、消防車両４６台中、普通免許で運転をできない車両は

１９台ございまして、大型自動車免許取得者は１４３名で全体の６４％でございます。小型

船舶は３隻ございまして、小型船舶操縦士免許取得者は５０名で全体の２２％でございます。

小型移動式クレーンは３台ございまして、小型移動式クレーン免許取得者は６９名で全体の

３１％でございます。玉かけ技能資格取得者は６７名で全体の３０％でございます。酸素欠

乏硫化水素危険作業主任者免許取得者は４２名で全体の１９％でございます。潜水士の免許

取得者は水難救助隊２４名を含む４４名で全体の２０％でございます。予防技術資格者は３

９名で全体の１７％でございます。救急救命士の資格取得者は３４名で全体の１５％でござ

います。 

以上が、消防業務に必要な各種免許資格等の主なものでございます。 

 この消防業務に必要な各種免許資格につきましては、計画的に有資格者の養成を実施して
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いる中に、特に大量退職に伴う大型自動車免許の取得者数の減少につきましては、業務に影

響が大きく出る部分でございますので、平成２５年に機関員養成計画を作成をし、機関員の

資格者が減少しないよう取り組んでおります。 

 引き続き、公費負担状況についてお答えをいたします。 

 自己負担をさせているものは、全額自己負担が潜水士の免許取得で、一部自己負担は大型

自動車免許が７割負担、小型船舶操縦士免許が５割負担でございます。 

その他の免許資格につきましては、全額公費負担といたしております。 

なお、一部自己負担をさせている経緯につきましては、当初、ほぼ全額公費負担としてお

りました。しかし、先ほども申しましたとおり、大量退職、大量採用に伴い、機関員の確保や

車両の大型化、免許制度の改正等、様々な要因が重なりまして、現状は一部について自己負

担をさせて、限られた予算の中で多くの職員へ免許取得ができるよう検討をしたものでござ

います。熊本県内各消防本部も１２消防本部中８本部が一部自己負担をさせている現状にあ

ります。 

議員ご指摘のとおり、消防業務に必要なものは、全額の公費負担とするなども含めまして、

機関員の確保の状況や職員構成等を見据えながら協議検討をしていきたいと思います。 

以上、お答えといたします。 

 

▲堀徹男君 はい。 

○議長（中村和美君） はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 はい、ありがとうございました。 

以前はですね、全額公費負担で免許を取得させていたということでした。その後、職員の

大量退職や免許制度の改正等により、早急に多くの職員に資格を取らせる必要性から、一部

について職員に自己負担をさせているということであります。要するに、全額公費の予算措

置を待っていたら間に合わないということではないかと思います。 

また、県内他の消防の多くも一部自己負担があっているということでしたが、ほかがやっ

ているから八代もではないでしょうが、要するにしっかりとした計画の中に、免許取得者を

養成し、特に車両を運転する機関員については、不足することのないように養成していただ

きたいということであります。来年は自動車免許制度の改正で３月１２日以降に取得した者

からは普通免許では最大積載量２トン未満、車両総重量が３．５トン未満の車しか運転でき

なくなります。小型ポンプ車の運転すら危ぶまれるのではないでしょうか。養成計画にも影

響が出るかもしれませんので検証をしていただければと思います。 

私も先ほどご紹介いただいた資格や免許を持っておりますが、会社の業務に従事するに、

必要なものでありましたから、全額会社が負担しておりました。ただし、一回で合格はしな

ければなりませんでした。公務員の決まりは違うかもしれませんが、消防という業務に従事

するのに必要な免許だから全額公費負担でもおかしくなかろうと思いますので、原点に立ち

返られるように強く要望しておきたいと思います。 

 

次に、今の免許や資格に少し関連するかと思いますが、消防業務に必要な各種免許につい

ては、必要だから公費で取得させているということです。 

取得した各種免許について、何らかの手当てがあってもいいように思えますが、いかがで

しょうか。  

そこで再質問の一点目、取得させた各種免許取得者について何らかの手当がありますか。

必要ではないでしょうか。 
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二点目、消防業務に必要な免許で先ほど答弁があったように救急救命士、大型自動車免許、

小型船舶操縦士の免許、潜水士等あったかと思います。消防業務に必要な資格ということで

公費負担をして取得させている現状がある中で、仮に既に取得している者が消防の採用試験

を受験した場合、優遇措置等はあっていますか。警察や県職等の柔道や剣道、ＴＯＥＩＣ等、

語学加点等、業務に必要なものは加点をするものもありますが、当消防本部ではいかがでし

ょうか。 

以上について、お答をお願いします。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、寺本消防長。 

◎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、取得をした各種免許に係る諸手当についてお答えをいたします。 

 議員もご承知のとおり、公務員の給与は正規の勤務時間による勤務に対する報酬を俸給で、

勤務能率や勤務に関する諸要件を考慮した業務については諸手当で支給するとされておりま

す。資格免許について手当を支給するものではなく、各種災害に出場し、その資格を活用し

た活動について、特殊勤務手当等による支給となっております。 

 引き続き、２点目の既に各種免許を取得した者が消防の採用試験を受験した場合の優遇措

置等についてお答えをいたします。 

 当組合の採用試験要領の中では、警察官等の柔道や剣道、語学加点は現状では行っており

ません。しかし、救急救命士採用枠等の検討や消防業務に必要な資格・免許取得している者

の優遇措置等については他の消防本部等も調査をし、今後検討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（中村和美君）はい、堀徹男君。 

▲堀徹男君 ありがとうございました。 

各種の免許についての諸手当についてはその資格について手当を支給するものではなく、

災害出場してその資格免許を活用した場合に、特殊勤務手当として支給しているということ

でした。 

また、既に、消防に必要な各種免許を取得している者が消防の採用試験を受験した場合の

優遇措置等について現状実施をしていないということでした。 

限られた予算の中で、毎年数名の救急救命士を養成しておられます。平成３年度から制度

が導入されたわけですが、現在員３４名と２５年かかって年に１名から２名しか養成できて

いないことになります。私は採用の時点でこれらの免許や資格を既に取得している者を即戦

力として採用するのも一つの方法だろうと考えます。特に救急救命士は養成学校もあること

ですし有効な手段となるでしょう。受験に当たっての優遇措置として考えていただきたいと

思います。これらは企業や公務員採用でも実際に行われているものです。それがひいては即

効性のある消防力の強化につながるわけであります。 

検討していただくというご答弁をいただきましたので、ぜひ、このことは中村、藤本正副

管理者におかれましても、しっかり要望をしておきたいと思いますので、ご検討いただきた

いと思います。 

以上で、私の本定例会における一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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〇議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、８番野﨑です。 

（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） 

 八代市議会議員野﨑伸也です。一般質問の登壇に当たり、ご協力いただきました関係各位 

に心から感謝しつつ、早速通告に従い質問に入ります。 

平成２８年熊本地震の総括について、熊本地震から半年が経過いたしました。我が国は、

地震大国として、これまで幾多もの地震を経験してきましたが、連続する強震とあわせ、数

千回を超える余震は経験したことのないものとの報道もあっております。 

当広域消防組合管内においても、いまだ地震の爪痕が残る状況が散見されますが、構成自

治体では復旧、復興に向けて精一杯取り組まれております。改めて、被災された全ての皆様

に心からお見舞いを申し上げますとともに、早期に普段の生活が取り戻せますように祈念す

るものであります。 

さて、消防本部では熊本地震の発災後から昼夜問わず過酷な現場活動に邁進されてこられ

たことは周知の事実であり、その姿に被災された皆さんが安堵と頼もしさ、ありがたさを感

じられたものというふうに思います。消防隊が来れば間違いない、消防がいるから大丈夫。

日本人なら誰もが思い、頼られる存在、それが消防隊であり、市民の安心と安全を守る要と

して自治体も多くの予算を投じているところであります。しかしながら、これほどの大地震、

日本初ともいわれる連続強震と余震回数は、想定、想像をはるかに超えたものであったとい

わざるを得ません。 

地震から半年が経過し、やや落ち着いた感がありますけれども、先日は鳥取で大きな地震

が発生しております。熊本地震を教訓として、次の地震や有事に対し早急に備えなければな

りません。 

そこで、今回は熊本地震における総括をお聞きしながら、今後の広域消防が目指すべき新

たな姿、方向性を確認をさせていただきたいというふうに思います。 

そこでまず、発災後からの広域消防の対応とその経過等について消防長に伺います。 

以上、壇上からの質問はこの程度にとどめ、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） 議長。 

○議長（中村和美君） 寺本消防長。 

（消防長 寺本光弘 君 登壇） 

 

◎消防長（寺本光弘君） 議員ご質問の地震発生からの経過報告についてお答えをいたしま

す。 

本年４月１４日２１時２６分頃発生の熊本地震前震において、消防本部災害警戒本部等運

用要綱に基づき、管内において震度５弱以上の地震が発生をした場合、職員は指定をされた

参集場所へ自動的に招集をする地震体制をとり、消防本部に消防長を本部長とする災害警戒

本部を設置、本部員は各班の任務遂行、通信指令室は各事案対応及び各機関との連絡調整等

の運用を図っております。 

災害警戒本部では前震から２日間で計８回の対策会議を開催をし、人的被害を軽減するた

め、初動体制の確認、応急対策の実施、各機関との連絡体制の構築等、消防長の指示のもと
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実施をしております。災害警戒本部会議は、８月１４日までに４０回の会議を開催をし、対

応が遅れることがないよう協議をしたところでございます。 

今回の熊本地震では、本年４月から創設をした危機管理監を中心に、管内の災害を一元的

に管理できたことは、大規模災害時の初動、応急対策の部分で大きな収穫がありました。 

また、各機関へ職員を派遣をしましたことについては、熊本県応援受援計画等により熊本

県庁内に設置をされました熊本県消防応援活動調整本部、八代市、氷川町の各災害対策本部

へ職員を派遣し、情報の共有化を図りました。 

このことは事案対応にあたり、最も重要な情報である詳細な被害状況や道路損壊状況を入

手したことになり、事案発生時のタイムリーな対応に活かすことができました。 

 また、前震では熊本県消防相互応援協定に基づき、熊本県より益城町へ応援要請がなされ

本組合から一次派遣隊、二次派遣隊それぞれ指揮隊を含む４隊１３人が出場し、救急・救助

活動等を実施をしております。 

 次に、４月１６日１時２５分頃発生の熊本地震本震においては、前震から継続をして災害

警戒本部の運用、市・町災害対策本部へ職員を派遣を実施する中、氷川町から避難所へ救急

救命士の派遣要請がなされたことから、救急救命士１名を随時避難所へ出向をさせておりま

す。本震におきましては、阿蘇地区で甚大な被害が発生をしましたことから、熊本県消防相

互応援協定に基づき、熊本県より南阿蘇村へ応援要請がなされ、３日間３隊９人が出場し、

救急事案対応に従事をしております。 

 今回の熊本地震による管内の災害件数としましては、火災２件・救急８７件・救助３件・

その他の事案２２件でございました。その他ではありますが、八代地区特別防災区域におい

て屋外貯蔵タンクの防油堤部分の破損や敷地内の液状化について、総務省消防庁及び全国消

防長会危険物委員会等現地視察が行われております。 

 最後に、本年４月より本格運用いたしました高機能消防指令センターについては、他の消

防本部では受信不能が発生した対応に苦慮されている中、本組合は指令システム等の床面を

免震構造としていたため、前震、本震、その後の余震などによる１１９番受信を確実に行な

っております。 

 以上、お答えといたします。 

 

▲野崎伸也君 議長。 

〇議長（中村和美君） はい、野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、ありがとうございました。 

前震の被災後から、要綱に基づき非番職員の招集、災害警戒本部の設置から対応が始まっ

たということ、４月から創設した危機管理監が功を奏したこと、構成自治体ほか県北甚大被

害地域への職員派遣、新指令システムの状況など多岐にわたりご答弁いただきました。 

改めて、広域消防職員の皆さんのですね、これまでの活動に心から敬意と感謝の気持ちを

お伝えしたいというふうに思います。 

 

さて、先ほどのですね、答弁にはこれまでの要綱、マニュアルに基づいた行動や対応が行

われたというふうにありました。想定していなかった事案についても時間の都合があります

もんですから、凝縮しての答弁もあったというふうに思われます。発災からすでに半年が経

過したこともあり、熊本地震の検証あるいは諸項目の変更などあらかたですね、進められて

いるというふうに思われます。 

そこで、熊本地震を経験しての課題などを踏まえた総括を消防長に伺います。 
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◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） 寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

議員ご質問の地震を経験しての課題等を踏まえた総括についてお答えをいたします。 

今回の熊本地震において、当消防本部で策定をしております災害警戒本部運用要綱に基づ

き、震度５弱以上の地震の発生時４回の非常招集により非番職員等の招集を行いましたが、

一部の署では、招集したものの、消防車両が全て災害対応に出払っている状態であり、災害

現場へ出向することができず、しかたなく署での長時間待機をするという事態が生じました。 

そこで、このような事態を回避をするため、マイクロバス等職員を搬送する車両等を含め、

災害状況に応じた車両管理を行い、災害に対して適切な配置を再検討したいと考えていると

ころです。 

さらに、４月１９日震度５強の余震後、八代市立病院から建物の倒壊が恐れがあるという

ことで、入院患者２０名を熊本労災病院へ移送する搬送依頼があり、対応いたしましたが、

余震発生後の救急、救助、火災と多数の事案と重なったため混乱をいたしましたが、搬送元、

搬送先に職員を配置し、対応いたしました。改めまして、多数傷病者搬送時には、指揮隊、消

防隊等の配置の必要性も再認識をしたところでございます。 

また、今回の地震に際し、八代広域消防本部では県、市、町へ職員を派遣をしました。 

特に八代市には、災害対策本部へ４月１４日の前震発生後から８月１４日まで職員を派遣

し、情報の共有等に当たりました。氷川町につきましては、同じく４月１４日から７月８日

まで災害対策本部へ職員を配置をする一方、避難所５ヶ所に対し保健師が４名ということで、

一ヶ所の避難所に対し救急救命士の派遣ができないかと依頼がなされ、４月１６日から３０

日まで延べ１５人の救急救命士が対応をいたしております。 

また、今回の熊本地震の対応の中で、人命救助を最優先とする災害活動に特化をしたため、

多数の人々が出入りをする病院、大型店舗などの防火対象物、危険物施設や大規模工場等、

前震、本震、その後の強い余震において、その都度、被害状況等の確認は行ったものの現地

調査を実施する体制がとれませんでした。 

これらを踏まえまして、立ち入り検査等を通じて現状の把握と関係者への指導に努めてま

いりたいと考えております。 

最後に、改めまして今回の熊本地震を教訓として、本組合の災害活動指針においても、全

ての災害を想定した消防活動要綱、要領を見直し、市・町・消防団との連携強化をより一層

高め、災害対応に万全を図りたいと考えております。 

以上、お答えといたします。 

 

〇議長（中村和美君） はい、野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、ありがとうございました。 

４つの項目挙げてですね、答弁あったというふうに思います。 

まず、非常招集について、非番職員招集を行ったけれども、車両が出払ってしまって長時

間の待機状態に陥ったということ。次に、八代市立病院から入院患者を移送する際に他の事

案と重なったことから混乱したということ。次に、構成自治体の災対本部への職員派遣、救

急救命士の派遣について。そして、多数の人の出入りがある施設における地震後の現地調査

ができなかったというようなことを述べられ、指針、要綱、要領の見直しを進めるというよ

うな総括であったというふうに思います。 

 発災から現在まで、様々な気づきがあった中で要点を絞り答弁としてまとめていただきま
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したけれども、何かしらですね、消防長の奥歯に物が詰まったような感じのですね、答弁だ

ったというふうに受け取りました。確認をさせていただきたいというふうに思います。 

まず、根本的なですね、問題だというふうに思いますけれども、今回のような想定をです

ね、超える災害に対して、八代広域消防のですね、車両含めた装備、人員足りていないんじ

ゃないでしょうか。様々な計画、要綱、指針をですね、確認をさせていただき、発災後にです

ね、一部修正、策定されたというようなものもありましたけれども、必要最低限の計画にと

どまっているというように見受けられます。国や県の基準それをもとにですね、策定されて

いるものばかりですけれども、マンパワーも装備も足りていない。熊本地震を受けて、甚大

災害、甚大被害をですね、受けていないにもかかわらず、職員の皆さんはそう感じられたの

ではないかなというふうに思います。 

消防長もこのままではいかんというような思いがあったのではないでしょうか。消防長の

見解、お伺いしたいというふうに思います。 

 

○議長（中村和美君） はい、寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします。 

東日本大震災を踏まえまして、国が示す改正消防力の整備指針では、消防本部施設や署の

耐震化と大規模災害時の非常用運用車両として、また車両整備等での代替車両として非常用

車両の基準等も新たに改正をされました。 

 これらを踏まえまして、改めまして今回の熊本地震を教訓に、本組合の消防力基準の見直

しや個人装備品を含めた消防資機材等の整備等とあわせて、本組合消防力整備基準の見直し、

さらに、構成市町及び消防団並びに関係機関との連携強化をより一層高め、災害対応に万全

を図りたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

 

▲野崎伸也君 議長。 

〇議長（中村和美君） 野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、冒頭申しましたけれども、熊本地震を教訓にですね、次の災害への準 

備を早急に確立する必要がですね、求められております。消防長から今回の熊本地震を教訓 

として、本組合のですね、災害活動指針、全ての災害を想定した消防活動要綱、要領に見直 

しを行うというような答弁、何度もあっております。装備品、職員の採用、特に救急救命士 

の充実、現状の計画ありますけれども、前倒ししてでもですね、早期に万全の広域消防本部 

のですね、確立ができるように進めていただきたいというふうにお願いをさせていただきた 

いと思います。議会としてですね、反対する理由はですね、ありませんし、取りまとめてい 

ただいて、ご相談いただきたいというふうに思っとります。 

 

次の質問に移ります。 

今回の熊本地震により広域消防施設も被害を受けましたが、具体的な施設の被害状況と八

代広域の防災拠点施設である消防本部庁舎に被害が集中したことの要因を伺いたいというふ

うに思います。 

また、広域消防の防災拠点施設である消防本部庁舎は南海トラフ地震や熊本地震の県北甚

大被害地域のような地震が再度発生した場合、耐えうるものなのでしょうか。あわせてバッ

クアップ機能は充実していますでしょうか。 

さらに、消防本部庁舎は様々な災害時の応援要請があった際に、県の大隊指揮本部、北九
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州市消防局指揮支援隊本部を設置すると災害警戒本部運用マニュアルにうたわれております。 

十分なスペースが確保されていますでしょうか。また、本部室の機能に足りうる施設整備が

整っているというのか、そういったところの疑問をですね、抱くところであります。 

以上、何点かありましたけれども、消防長のご見解を伺いたいと思います。 

 

◎消防長（寺本光弘君） はい、議長。 

○議長（中村和美君） はい、寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします 

議員ご質問の広域消防施設の被害状況と課題についてお答えをいたします。 

 初めに、今回の熊本地震において被害を受けました消防施設の被害状況についてお答えを

いたします。 

 消防施設は議員もご承知のとおりと思いますが、消防本部庁舎を含め６の施設がございま

す。その中で、被害を受けました庁舎は本部庁舎のみでございました。このことは、構造的

には同じ耐火構造でもやはり耐力壁で支えるものと消防本部のように柱のみで振動を逃がす

構造の違いではないかと推察をする次第でございます。 

 改めまして、消防本部庁舎の被災状況について主なものを報告をいたします。 

消防隊出場用の中央階段部分の破損につきましては、緊急用のため、この部分は柱を設置

し強度が増すよう既に改修をしております。北側職員の出入口部分の階段、壁面、床面が破

損しましたが、破損した中壁を撤去し、内壁の石膏ボード等の張替え等を行います。２階食

堂、救急隊仮眠室、消防隊仮眠室、議員控室、議場の内壁、天井部分の石膏ボード等が破損を

しました。改修につきましては、破損又は落下をしている内壁、天井部分の化粧ボード等の

張替え等を行います。また、破損しましたガラス浴室タイル等もあわせて改修をする予定で

ございます。地震により落下や配管の破損を生じました空調設備につきましては、それぞれ

の機器の取替えや配管部分の改修を行なう予定としております。 

以上、広域消防施設の被害状況のお答えといたします。 

次に、災害警戒本部等の機能が設置不能になった場合の移転先は、現状の計画では鏡消防

署となっております。 

このような中、今回の熊本地震を教訓として考える中で、消防本部庁舎が大きく被災をし

た場合の、機能移転については、今後の施設整備計画の中で消防指令センターのバックアッ

プ先も含めて、管内に消防本部機能の代替施設の確保を図ることができるよう、先ほども申

し上げましたとおり、本組合の消防力の整備基準の見直し等を検討する必要があると考えま

す。 

以上、お答えといたします。 

 

〇議長（中村和美君） はい、野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、消防指令センターのバックアップ先についてはですね、施設整備が不

十分というようなことも聞き及んでおります。早急な予算編成含めて対応をですね、お願い

したいというふうに思います。また、本部庁舎に関しましては、柱の補強など耐震基準との

整合性ありますけれども、非常にですね、心配はしております。先見的なですね、視点での

補強案の検討が必要ではないかと思うところです。また、敷地についてもですね、実際、不

十分というふうに考えております。周辺を見渡しますと、北側にはですね、今現在空き地が

あります。西側、東側には民有地がありますけれども、ぜひですね、購入してでもですね、

拡張する必要性があるんじゃないかというふうに感じております。その他にも、当広域消防
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本部のですね、要の施設として整備しなければならない部分が散見されるというふうに思っ

ております。しかしながら、予算が伴うものであり、計画的にということの考えは十分に理

解はしておりますけども、次の災害に備えるためにもまずは計画の策定をですね、急がれる

ようお願いをしたいというふうに思っております。 

 

最後になりますけれども、今回の熊本地震を踏まえて大規模災害に対する八代市民、氷川

町民に対する広域消防の役割と今後の方針をですね、消防長に伺います。 

 

○議長（中村和美君） 寺本消防長。 

◎消防長（寺本光弘君） 自席から失礼をいたします 

議員ご質問の災害に対する広域消防の役割と今後の方針につきましてお答えをいたします。 

消防は、火災、救急、救助など災害に対するその役割は、消防の任務としまして消防組織

法第１条に定めておりますとおり、災害による被害を軽減するほか、災害による傷病者の搬

送を適切に行なうことを任務とした定めがあります。あらゆる災害に対して適切かつ迅速な

任務を遂行できることを重要と考えております。 

その中で、広域消防の役割としましては、市、町や県など関係機関との情報を共有をしな

がら災害等に迅速な対応を図ることが求められております。 

今回の熊本地震においては、災害拠点である鏡消防署の体力練成室を八代市の要請により

一次避難場所として提供し、また、消防本部の体力練成室においては、支援物資の一次保管

場所として、八代市と連携を図りながら、さらに、広域災害対応についても県内の応援要請

に対して、職員を派遣しながら対応を行なったところでございます。 

今後も、消防の役割は、住民の生命、身体及び財産を火災等から保護するとともに災害に

よる被害を軽減することを最重点に考え、広域的な災害対応を図るほか、管内の災害対応の

より一層の強化に努めてまいりたいと考えております。 

また、今後の方針としましては、今回の熊本地震を踏まえまして、構成市町である八代市、

氷川町はもとより、大規模発生時の対応として、近隣する消防本部との連携をさらに深める

とともに、消防防災機関との強固な連携構築に努め、当消防本部としましても、個人装備品

などの充実強化を図っていきたいと考えております。 

以上、お答えといたします。 

 

〇議長（中村和美君） はい、野﨑伸也君。 

▲野崎伸也君 はい、ありがとうございました。 

今回、何度もですね、申しましたけれども、熊本地震を実際に受けて、これを教訓として

ですね、次の災害に備えるということは当たり前のことであります。今回、消防長からはで

すね、直接的に次年度予算の拡充などについてはですね、言及されなかった、できなかっ

た、言えなかったというようなことも考えられますけれども、しかしながら、熊本地震を教

訓とするんであれば、構成自治体のですね、次年度予算における消防費の拡充についてはで

すね、あってしかるべきことだろう、なければおかしいんじゃないかというふうに、私は考

えております。八代市議会のほうも、しっかりチェックをしていきたいというふうに考えて

おります。住民の方からですね、何をしていたのかというふうに言われないように、今回要

望、お願い、多数させていただきましたけれども、この案件については、早期に検討いただ
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きまして、また議会のですね、ご相談もいただきながら、早期にですね、確立していただけ

ればというふうに思っております。再度お願いをいたしまして、今回の一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

〇議長（中村和美君） 以上で、議案第１５号から同第２０号までの議案６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６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） 

 

〇議長（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。 

 

〇議長（中村和美君） 議第１５号平成２７年度八代広域行政事務組合一般会計歳入歳出決 

算について、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

〇議長（中村和美君） 挙手全員、よって本件は認定することに決しました。 

 

〇議長（中村和美君） 議第１６号平成２８年度八代広域行政事務組合一般会計補正予算(第 

２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） 

〇議長（中村和美君） 起立全員、よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（中村和美君）  議第１７号八代広域行政事務組合職員定数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） 

〇議長（中村和美君） 挙手全員、よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（中村和美君） 議第１８号八代広域行政事務組合職員の退職管理に関する条例の制

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） 

〇議長（中村和美君） 挙手全員、よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長 （中村和美君） 議第１９号八代広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に 

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） 

〇議長（中村和美君） 挙手全員、よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（中村和美君） 議第２０号八代広域行政事務組合行政財産使用料条例の一部改正に 

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） 
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〇議長（中村和美君） 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８ 

〇議長（中村和美君） 日程第８、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、成松由紀夫君、片山裕治君を指名い 

たします。 

 

〇議長（中村和美君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 

〇議長（中村和美君） 閉会にあたり、管理者から発言の申し出がありますので、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） 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、原案どおりご認定そしてご賛同いただき 

ましたことに、誠にありがとうございます。今後も藤本副管理者と協力して住民の皆様が安心

して暮らせる八代圏域、災害に強い八代圏域の実現に向けて誠心誠意努力してまいりますので、 

何とぞご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

今回の熊本地震や豪雨災害を通じまして、消防行政を取り巻く環境は災害の大規模化や多 

様化、さらには予想をはるかに超える自然災害の発生等対応しづらくなってきておりますが、

議会冒頭でも申し上げましたとおり、消防、防災、関係機関それぞれと連携を密にしまして、

全ての災害に全職員一丸となって対応していくことを改めて認識したところでございます。     

１０月も終わりとなり、秋の深まりも日々深まっております。朝夕は冷え込むことも多く

なってまいりました。議員各位におかれましては、健康に十分留意していただき、今後とも

消防行政の運営にご協力をお願い申し上げまして、閉会にあたってのご挨拶とさせていただ

きます。本日は誠にありがとうございました。 

 

〇議長（中村和美君） これをもって、平成２８年１０月定例会を閉会いたします。お疲れ 

様でございました。 

 

（午前１１時１８分閉会） 
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