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八代広域行政事務組合議会平成２８年１０月定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成２８年１０月１７日(月) 

 

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（９人） 

     １番 田方芳信君  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 

２番 成松由紀夫君 

 

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 鳥越修一君、 

    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 田村修君、同課主任 池田孝則君 

 

１．議事日程 

    日程第１ 会期の決定 

    日程第２ 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 

    日程第３ 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 

    日程第４ 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 

    日程第５ 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 

    日程第６ 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 

    日程第７ 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 
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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 
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（午前１０時００分開議） 

 

〇議長（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、平成２８年１０月定例会を開会いたします。 

 

 

△議長の諸報告 

〇議長（中村和美君） 諸般の報告をいたします。 

 本日、管理者から議案６件が送付され、受理いたしました。 

 その余の報告は、朗読を省略いたします。 

 

〇議長（中村和美君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配付のとおりでございます。 

 

 

△日程第１ 

〇議長（中村和美君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 

〇議長（中村和美君） 御諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１０月２８日までの１２日間といたしたいが、これに御異議 

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（中村和美君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

 

△日程第２～第７ 

〇議長（中村和美君） 日程第２から日程第７まで、すなわち、議第１５号から同第３０号 

までの議案６件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。 

（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） 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） 

本日は、八代広域行政事務組合議会平成２８年１０月定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方におかれましては、公私とも大変お忙しい中にご出席を賜り、厚く御礼を申し

あげます。 

 平成２８年熊本地震から半年が過ぎました。余震活動こそ減少してきているものの、６月 

から８月にかけて、梅雨前線による豪雨災害にも見舞われ、県内各地で多くの人的、物的被 

害を受けることとなりました。改めまして、亡くなられた方のご冥福と、被害を受けられま 
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した皆様にお見舞いを申し上げる次第でございます。 

今年はまだまだ海水温が高く、台風の発生も懸念されており、地震と台風での複合災害に

発展することも想定されますので、消防、防災、双方で警戒を怠ることなく、しっかりと対

応していく所存でございます。 

議員各位におかれましても、どうぞ、ご助言、ご協力をお願いいたします。 

では、議案の提案理由の説明に先立ちまして、最近の消防本部の動向について、ご報告を 

申し上げます。 

はじめに、消防隊員が日頃の救助訓練の成果を競い、その技術を高めるために開催されま 

す消防救助技術大会は、熊本地震の影響で熊本県大会、九州大会は中止となりましたが、全

国大会が、８月２４日に愛媛県松山市で開催されました。当組合から陸上の部・水上の部、

あわせて２種目､７人が出場いたしまして、本年度は無事終了いたしました。 

次に、人事異動関係では、本年度に採用いたしました８名の職員が、約半年間におよぶ消 

防学校での初任教育を修了しましたことから、これらの職員を含め、１０月１日付けで人事

異動を行い、新たな体制で業務を開始したところでございます。 

これからの季節や年末にかけて寒さも厳しくなり、家庭でも暖房器具の使用により、火災 

の発生しやすい時期を迎えます。来月９日から１５日には秋の全国火災予防運動が行われま

すが、今後開催を予定しております様々なイベント等を通じまして、住民の防火意識の向上

に努めて参りたいと存じます。 

以上、最近の消防本部の状況でございます。 

  

それでは、今回、ご提案しております議案６件について、その概要をご説明いたします。 

議第１５号は、平成２７年度八代広域行政事務組合の一般会計歳入歳出決算で、決算事務 

が完了し、監査委員の決算審査も終了しましたので、認定をお願いするものでございます。 

議第１６号の、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）は、今回の 

平成２８年熊本地震により被害を受けました消防本部庁舎等復旧工事費を歳入歳出それぞれ

２千４７０万円追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億５千５００万円とし

たところでございます。 

議第１７号の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は、(仮称)鏡消防署

氷川分署の開署に向け、消防署の組織並びに消防隊の充実強化を図るため、所要の条例の一

部を改正するものでございます。 

議第１８号の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は、地方

公務員法の改正に伴い、職員の退職管理の適正な確保に関する必要な事項を定めるに当たり、

所要の条例を制定するものでございます。 

議第１９号の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

改正については、地方公務員法の改正に伴い、同法の引用条項に関する規定の整理を行なう

ものであり、本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を改正するものでご

ざいます。 

議第２０号の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は、電気通信

事業法施行令改正に伴い、同政令の引用条項に関わる規定の整理を行なうものであり、本組

合行政財産使用料条例の一部を改正するものでございます。 

以上が、提案理由の説明となります。詳しい内容につきましては、この後、消防長が説明

いたします。よろしくご審議のうえ、何とぞご賛同いただきますようお願い申し上げまして、
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提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（中村和美君） 先ほど、議第１５号から同第３０号までの議案と申し上げましたが、

議第１５号から同第２０号までの議案というふうに訂正をさせていただきます。 

（消防長 寺本光弘君 挙手） 

〇議長（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） 

それでは、今回提案をいたしております議第１５号から議第２０号までにつきまして、一 

括してご説明申し上げます。 

初めに、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ご

説明いたします。 

お手元の決算書の６、７ページをお願いいたします。 

歳入合計の欄でございますが、予算現額２９億１千５９５万８千円に対しまして、調定額、 

収入済額ともに２９億１千５３４万６千７０円で、予算現額に対して、収入済額は６１万１

千９３０円の減額となりました。なお、予算に対する収入率は、９９．９８％でございます。 

次に８、９ページをお開きください。 

歳出合計の欄ですが、予算現額２９億１千５９５万８千円に対しまして、支出済額２８億 

８千２５万８千６４１円、不用額は３千５６９万９千３５９円となりました。なお、予算に

対する執行率は、９８．７８％で、歳入歳出差引残額は、３千５０８万７千４２９円となり

ます。 

 

詳細な内容につきましては、１１ページ以降の事項別明細書によりご説明いたします。 

それでは、１２、１３ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、事項別明細書の右ページ中央、収入済額の欄によりご説明いたします。 

款１分担金及び負担金は、２７億８千４１７万円で、組合規約に定める負担割合に基づき、

八代市、氷川町それぞれご負担をいただいております。八代市の負担金額は、２４億９９８

万４千円、氷川町の負担金額は、３億７千４１８万６千円でございます。なお、歳入総額に

占める負担金全体の割合は、９５．５％でございます。 

また、補正予算額５千８０６万７千円は、（仮称）鏡消防署氷川分署庁舎建設事業における 

土地購入に伴うものでございます。継続費及び繰越事業費繰越財源充当額の５億２千１３８

万２千円は、消防救急無線デジタル化整備事業分の逓次繰越額３億１千６６７万８千円及び

高機能消防指令センター整備分の繰越明許費２億４７０万４千円でございます。 

款２使用料及び手数料５６３万３千７６０円ですが、消防使用料として、９万４千４４０ 

円、消防手数料として、５５３万９千３２０円を収入しました。これは、自動販売機や電柱

の設置に伴う行政財産の使用料と、危険物や煙火申請、罹災証明書等に伴う手数料収入でご

ざいます。 

款３財産収入２０万７千２８７円ですが、財産運用収入として、３万６千２８７円、財産

売払収入として、１７万１千円を収入しました。これは、退職手当基金など３つの基金の預

金利息分と、原因調査車や予防広報車の車両を売り払った収入でございます。 

款４繰入金７３６万６千９３円は、退職手当基金から繰入れしたもので、平成２７年度定

年退職者２人分の退職手当組合特別負担金の財源として充当したものでございます。 
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１４、１５ページをお開きください。 

款５繰越金６千４３９万２千５５０円ですが、これは平成２６年度からの繰越金でござい

ます。また、補正予算額の１千４１０万９千円は、（仮称）鏡消防署氷川分署庁舎建設事業に

おける基本設計・造成設計に伴うものでございます。 

款６諸収入１千７７７万６千３８０円ですが、歳計現金の預金利子４万２千１３０円と、

雑入１千７７３万４千２５０円でございます。その主なものとしましては、熊本県消防学校

へ教官として派遣しております職員の人件費に対する県からの負担金６５１万３千２円、高

速道路救急支弁金５１１万３千５６０円、各種免許取得に係る個人負担分１１８万４千円、

自動販売機の設置料２０９万１千６３７円などでございます。 

款７組合債３千５８０万円でございますが、これは、危険物広報車・災害連絡車の買替整

備に４５０万円、高所放水車オーバーホールに伴い３千１３０万円を起債したものでござい

ます。 

以上が、歳入でございます。 

 

続きまして、歳出についてご説明いたします。１６、１７ページをお開きください。右ペ

ージ中ほどの支出済額の欄でご説明いたします。 

款１議会費８５万４千１７０円を支出しました。その内訳は、各節の欄に記載しています

ように、議員報酬や研修旅費など議会運営に要した経費でございます。 

款２総務費４千４万９千１９７円は、項１総務管理費と項２監査委員費の支出合計でござ

います。 

まず、項１総務管理費、４千３万４２７円でございますが、主な支出としまして、節１１

の需用費では、組合広報紙発行の印刷製本費及び庁舎等の修繕料など、２千５４万３千８６

８円を支出しました。 

節１３の委託料は、庁舎清掃や財務会計システム構築委託など、８８２万３千４３７円を

支出しました。なお、不用額３３４万５６３円は、入札残によるものでございます。 

節２５の積立金は、退職手当基金等への積立て１千３万６千２８７円を支出しております。 

１８、１９ページをお開きください。 

次に、項２監査委員費１万８千７７０円については、監査委員の報酬等、監査事務に要す

る経費として支出したものでございます。 

 

続きまして、款３消防費ですが、総額２７億９千１２０万４千４８０円を支出しておりま

す。 

まず、目１常備消防費から、ご説明いたします。 

支出済額１５億５千９５９万２千３７０円、不用額１千４８１万３千６３０円で、消防職

員１９８人、再任用職員６人分の節２給料から節４共済費まで、いわゆる人件費は、１４億

６千５６３万２千９８０円を支出しており、常備消防費の９４．０％を占めております。 

なお、節３職員手当等において、４７３万９千５１７円の不用額が生じましたが、これは、

停職者２人、休職者１人分を含む職員手当の執行残によるもので、また、共済費の不用額３

８４万７千８２４円は、追加費用の負担率減によるものでございます。 

節９旅費２６６万９千４６８円は、職員研修や学校入校、救助大会に伴う支出でございま

す。 

節１１需用費の支出済額は３千４９６万３千３５２円で、その主なものとしまして、事務
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用及び消防・救急・救助業務にかかる消耗品費４４６万４千９８円、消防車両などの燃料費

８１９万３千４６円、各庁舎の電気代などの光熱水費１千５９４万４千９３６円、各車両や

各種資機材等の修繕料４０３万７千１２４円、救急活動における医薬材料費１９６万８千３

９６円などでございます。不用額４２７万４千６４８円は、燃料費や光熱水費などの節約に

よるものでございます。 

節１２役務費の支出済額９８６万２千４８６円で、その主なものとしまして、通信指令回

線や各課署電話使用料等の通信運搬費７１１万８千２２２円、消防車両等の自動車保険料１

７５万６千４６０円などでございます。 

節１３委託料の支出済額は１千１９８万７４２円で、その主なものとしまして、職員健康

診断に１９４万６千３８２円、大型自動車免許取得委託に１１３万２千９０２円、特定タン

ク変更許可審査委託に１６５万１千５００円、高機能消防指令システム等保守委託料に５７

９万２千４００円など、各種設備等の保守点検に要したものでございます。 

２０ページ、２１ページをお開きください。 

節１４使用料及び賃借料の支出済額は１千１５６万８千１７０円で、その主なものとしま

して、寝具のリース料４３９万４千４６５円、複写機のリース及びコピー料１７８万２３０

円、パソコンのリース料４６３万２千３６６円などでございます。 

節１８備品購入費の支出済額は１千３２９万７千９０３円で、その主なものとしまして、

水難救助や消防用資機材など機械器具費３２９万３千２８円、職員の貸与被服や防火衣など

の被服購入費９７８万６２３円などでございます。 

節１９負担金、補助及び交付金の支出済額は８３５万９千８１８円で、その主なものとし

まして、救急救命士研修所や熊本県消防学校など学校等入校経費７３４万３千７９６円など

でございます。 

節２７公課費の支出済額は１１２万５千８００円で、消防・救急車両等の購入及び車検時

に重量税として、支出したものでございます。 

次に、目２の消防施設費では、１０億６万３千７３６円を支出しました。 

主な内訳としましては、まず節１１需用費の支出済額３千２９９万４千円で、これは、高

所放水車オーバーホールに伴う修繕料でございます。 

節１５工事請負費の支出済額は９億６千１６９万７千８００円で、消防救急無線デジタル

化整備事業として、７億５千６９９万３千８００円、高機能消防指令センター整備事業とし

て、２億４７０万４千円を支出したものでございます。 

節１８備品購入費の支出済額５１３万４千３６円で、予防課配備の危険物広報車２１９万

３千３５１円及び警防通信課配備の災害連絡車２９４万６８５円を購入したものでござい

ます。 

次に、特別防災費１億４千８７３万３千８９４円ですが、これは、石油コンビナート等災

害防止法に基づく経費として、八代市が全額を負担するものでございます。主な内訳としま

しては、消防職員２０人分の人件費、すなわち、給料、職員手当等、共済費あわせまして、

１億４千３３９万８千２３３円を支出しており、特別防災費の９６．４％を占めております。 

なお、節２給料の不用額１７９万８千２４０円は、職員の人事異動により生じたもので、

節４共済費の不用額１９６万３千１８９円は、追加費用の負担減によるものでございます。 

節１１需用費の支出済額２３１万７千４３９円で、その主なものとしまして、庁舎の光熱

水費１１８万９千２５３円などでございます。 

２２、２３ページをお開きください。 
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次に、目４の庁舎建設事業費では、８千２８１万４千４８０円を支出いたしました。   

主な内訳としまして、節１３委託料の支出済額は２千２２万６千２４０円で、旧日奈久分 

署庁舎アスベスト調査に１２３万９千８４０円、(仮称)鏡消防署氷川分署庁舎建設事業に伴

う敷地の測量・造成設計、基本設計として、１千８９８万６千４００円を支出しております。               

節１５工事請負費の支出済額は１千４１万１千２００円で、その主なものとしまして、旧

日奈久分署解体工事９７７万４千円などでございます。不用額４４１万１千８００円は、旧

日奈久分署解体工事における入札残でございます。 

節１７公有財産購入費の支出済額４千５３７万５千４０円は、(仮称)鏡消防署氷川分署用地

の土地購入費でございます。 

節２２補償、補填及び賠償金の支出済額６７７万３千円は、(仮称)鏡消防署氷川分署用地の

立木補償費でございます。 

 

次に、款４公債費では、４千８１５万７９４円を支出しました。これは、これまでの庁舎

建設や消防車両等の施設整備事業の財源として活用しました地方債の元利償還金でございま

す。 

款５予備費は、充用いたしておりません。 

以上が、平成２７年度一般会計決算における歳出の内容でございますが、歳出総額は２８

億８千２５万８千６４１円となっております。 

 

次に、２４ページをお開きください。 

実質収支に関する調書ですが、歳入総額２９億１千５３４万６千円、歳出総額２８億８千

２５万９千円となり、歳入総額から歳出総額を差し引いたいわゆる形式収支は、３千５０８

万７千円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、平成２７年度の実質収

支額は、そのまま３千５０８万７千円となります。 

以上で、一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 

続きまして、２５ページからの財産に関する調書についてご説明いたします。 

２８ページ、２９ページをお開きください。 

公有財産に関しまして、消防施設の土地につきましては、(仮称)鏡消防署氷川分署庁舎建設

に伴う土地購入により６千８０㎡の増となっており、現在高は、１万５千８４３.８８㎡とな

りました。建物につきましては、旧日奈久分署庁舎解体に伴い２２１．００㎡の減となり、

現在高は、８千８８１.７１㎡となっております。 

 

次に、３０ページですが、物品に関しましては、平成２７年度中の増減はなく、前年度同

様５３台でございます。 

 

次に、３１ページの基金に関しましては、一般会計で３つの基金がありますが、それぞれ

の基金の取り崩しや積立てを行った結果、前年度末に比べますと、合計で２６７万円の増額

となり、年度末現在高は２千６７９万５千円となりました。 

内訳ですが、退職手当基金では、７３６万６千円を退職手当の財源として取り崩し、新た

に利子を含む１千１万７千円を積み立てましたので、結果としまして、２６５万１千円の増

額となり、年度末の現在高は１千４０４万４千円となりました。また、庁舎建設基金は、取



 

9 

り崩しがありませんでしたので、利息分の積み立てだけとなり、１万９千円増の１千２６６

万円となりました。 

また、消防施設整備基金も、取り崩しがありませんでしたので、利子分１３６円の積み立

てだけとなり、千円単位での増減高としてはなく、前年度末現在高と同額の９万１千円とな

りました。 

以上で、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の説明を終

わります。 

 

次に、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、

ご説明いたします。別冊となっております議第１６号、横長の補正予算書(第２号)の１ページ

をお開きください。 

平成２８年熊本地震による消防本部庁舎の改修のための、補正予算でございます。 

第１条で、予算総額に歳入歳出それぞれ２千４７０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ２１億５千５００万円とすることを定めております。 

第２条に地方債の追加は、第２表地方債補正によると定めております。 

詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが５ページを

お願いいたします。 

１総括の歳出において、款５予備費の後に、款６災害復旧費を追加しております。 

６ページをお願いします。 

下表の３歳出ですが、款６災害復旧費、項１災害復旧費、目１庁舎災害復旧費において、

熊本地震による消防庁舎災害復旧事業としまして、２千４７０万円を増額するものでござい

ます。 

次に、２歳入につきましては、款７組合債、項１組合債、目１災害復旧債において、庁舎災

害復旧事業債としまして、２千４７０万円を増額するものでございます。 

７ページをお願いします。 

表中、２災害復旧債の当該年度中起債見込額欄に２千４７０万円を追加し、当該年度中の

起債見込額の合計は、１億６千９３０万円となります。 

恐れ入りますが、３ページをお願いいたします。 

第２表地方債補正は、災害復旧事業としまして、限度額２千４７０万円を追加するもので

ございます。 

以上で、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、説明を終わります。 

 

次に、別冊となっております議案書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

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、ご説明いたします。  

平成３０年４月に開設を予定しております、(仮称)鏡消防署氷川分署のための職員採用に伴 

い、職員定数を２２４人から２３１人とするため、所要の条例の一部を改正するものでござ

います。 

 

続きまして、３ページをお願いいたします。 

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、ご説明

いたします。地方公務員法の改正に伴いまして、離職後に再就職した元職員による、現職職
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員への働きかけを規制するもので、再就職者による依頼等の規制や再就職情報の届出の提出

義務など、職員の退職管理の適正な確保に関する必要な事項を定めるにあたり、所要の条例

を新たに制定するものでございます。 

 

続きまして、５ページをお願いいたします。 

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、説明いたします。人事行政の公表につきましては、地方公務員法第５８条の２

の規定に義務付けられておりますが、公表する項目等については、条例において定めるよう

あわせて規定されているところでございます。今回の地方公務員法の改正に伴い、公表が必

要な項目の整理を行うため、所要の条例の一部を改正するものでございます。 

 

続きまして、７ページをお願いいたします。 

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、ご説明いた

します。電気通信事業法施行令の改正に伴い、同施行令の引用条項が改正されたことにより

まして、所要の条例の一部を改正するものでございます。 

以上、議第１５号から議第２０号までの議案の説明を終わります。どうぞ、よろしくお願

い申し上げます。 

 

〇議長（中村和美君） 以上で、提出者の説明を終わります。 

日程第２から日程第７までの６件の議事をしばらく中止いたします。 

 

△休会の件 

〇議長（中村和美君） この際、休会の件についてお諮りいたします。 

明１８日から２７日までは休会といたしたいが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（中村和美君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

〇議長（中村和美君） 日程第２から日程第７までの６件の議事を再開いたします。 

 

〇議長（中村和美君） この際、お諮りいたします。 

本６件に対する本日の議事は、この程度にとどめ延会といたしたいが、これに御異議あり 

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（中村和美君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明１８日から２７日までは休会とし、次の会議は２８日定刻に開き、質疑並びに一 

般質問を行います。 

質疑、一般質問ご希望の諸君は、明１８日正午までに発言通告書をご提出ください。 

本日は、これにて延会いたします。 

 

（午前１０時４０分閉会） 


