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八代広域行政事務組合議会平成３０年２月定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成３０年２月６日(火) 

 

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（８人） 

     ２番 成松由紀夫君 ３番 百田 隆 君 ４番 橋本幸一君  

５番 村川清則君  ６番 中村和美君 ８番 堀 徹男君 

９番 西尾正剛君  10 番 松田達之君 

 

  (2) 欠席議員 

１番 増田一喜君   ７番 山本幸廣君 

 

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 橋本昭則君、次長兼会計課長 吉田一也君、  

危機管理監兼警防課長 井上早児君、八代消防署長 古川敬二君、 

鏡消防署長  名島友則君、総務課長 坂井寿弘君、指令課長 下﨑健治君、  

    予防課長 川田護君、総務課課長補佐 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 

    会計課課長補佐兼総務課副主幹兼総務係長 上野三郎君、 

総務課副主幹兼人事教養係長 谷口研朗君、 総務課副主幹 久保田宏之君、 

総務課総務係主査 田村修君、総務課総務係主任 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  １号 平成３０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 ２号 八代広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の 

一部改正について 

    日程第４ 議第 ３号 八代広域行政事務組合職員の給与に関する条例の 

一部改正について 

    日程第５ 議第 ４号 八代広域行政事務組合消防手数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 
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（午前１０時００分開議） 

 

〇議長（橋本幸一君） 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３０年２月定例会を開会いたします。 

 

 

△議長の諸報告 

〇議長（橋本幸一君） 諸般の報告をいたします。 

 本日、管理者から議案４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（橋本幸一君） 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（橋本幸一君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） 御諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から２月１６日までの１１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（橋本幸一君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

 

△日程第２～第５ 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第５まで、すなわち、議第１号から同第４号 

までの議案４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（橋本幸一君） 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３０年２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、出席いただきまして、厚く御礼

を申し上げます。 

議案の提案理由の説明に先立ちまして、最近の消防本部の状況について、ご報告させてい

ただきます。 

まず、初めに、平成２９年中の火災・救急・救助の出動件数につきましては、火災が５５件
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内八代市４９件、氷川町６件で、対前年比１０件の増加となり、２年連続で増加しておりま

す。火災原因の主なものは、たき火、放火及び放火の疑いの順であり、引き続き、機会あるご

とに予防広報を積極的に行い、火災予防に努めるよう指示したところでございます。 

次に、平成２９年の救急件数でありますけれども、一昨年平成２８年、組合発足以来初の

７０００件を突破し７０８３件でありましたが、平成２９年は更に増加し７１８９件、対前

年比１０６件の増加となりました。傷病種別等を見ますと、やはり高齢者の急病が最も多く、

改めて急速な高齢化の進行を再確認したところであります。救急業務は、直接、人命にかか

わる業務でありますので煩雑になることなく、１件１件を丁寧に活動し、今後も救急需要の

増加は、避けては通れない問題でありますので、広域消防として住民満足度の高い消防行政

サービスの提供に努めて参る所存であります。 

続きまして、消防表彰について、報告いたします。 

 昨年１０月２９日に、八代市松江町で発生しました建物火災においては、てんぷら調理中

の消し忘れが原因であり、偶然に付近を通りかかった住民の方々の発見と通報により、火災

を未然に防止した功績に対し、１２月１２日に３名の方を消防長表彰として表彰いたしまし

た。改めて、被表彰者の方々に御礼申し上げたいと思います。 

次に、消防車両の更新整備につきましては、本年度は八代消防署の指揮隊車、氷川分署の

消防ポンプ自動車、高規格救急車を整備、更新いたしました。氷川分署庁舎建設関係につき

ましても、工事完了の引渡しを、３月２０日に予定し、４月１日運用開始に向け、工事が進

められているところでございます。議員各位におかれましては、事業推進にあたり、ご理解

いただきましたことに、改めてお礼を申し上げますとともに、今後も、住民の更なる安心、

安全の確保に向け、全職員一丸となって業務遂行したいと考えますので、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

以上、最近の消防本部の状況でございます。 

それでは、今回、提案しております議案４件について、その概要をご説明いたします。 

議第１号の平成３０年度八代広域行政事務組合一般会計予算であります。予算編成にあた

っては、毎年申しておりますとおり、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確認し、構成市町の予算編成や、歳出削減の取り組み等も参考としなが

ら、あわせて本組合の事務事業についても評価、点検を行い、次年度の予算編成を行ないま

した。主な内容として、（仮称）新開消防署庁舎建設に伴います敷地購入、車両編成といた

しまして、消防本部事務連絡車、鏡消防署の人員搬送車、泉分署の消防ポンプ自動車及び氷

川分署の広報車を整備するものとしております。（仮称）新開消防署建設につきましては石

油コンビナート等災害防止法に基づく大島石油基地の対応はもとより、世界とつながる海の

ゲートウェイとして発展する八代港を管轄する管内西部の防災拠点となる消防署と位置付け

事業を進めてまいります。また、熊本地震を踏まえ、昨年度から整備強化しております消防

資機材及び個人装備品につきましても、災害現場における情報の共有手段として、消防無線

の輻輳やプライバシーに係る情報漏洩の防止から署轄隊員用トランシーバーの整備、山間部

や孤立地域における災害の全体把握、道路寸断や橋梁の落下等、隊員が立ち入ることが困難

な場所での情報収集が大きく期待できます無人航空機（ドローン）の整備のための予算を計

上しております。 

次に、議第２号本組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、児童福

祉法等の一部を改正する法律及び雇用保険法の一部改正による地方公務員の育児休業等に関

する法律の改正に伴い、所要の条例の一部を改正するものであります。 

 議第３号本組合職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、本年２月１日付け、

会計管理者の設置に伴う本組合規約変更に伴い、所要の条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議第４号本組合消防手数料条例の一部改正につきましては、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令の一部改正に伴い、所要の条例の一部を改正するものであります。 

以上が、各議案の提案理由の説明となります。 
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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ので、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、提案理由の説明とさせていた

だきます。 

（消防長 橋本昭則君 挙手） 

〇議長（橋本幸一君） 消防長、橋本昭則君。 

（消防長 橋本昭則君 登壇） 

 

◎消防長（橋本昭則君） 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、ただいま提案されました議第１号から議第４号までの議案４件につきまして、

一括してご説明を申し上げます。 

まず、議第１号平成３０年度八代広域行政事務組合一般会計予算について、ご説明申し上

げます。別冊となっております予算書の３ページをお開き下さい。 

第１条第１項で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億４千４５０万円と定めてお

ります。第２条では債務負担行為について、第３条では地方債について定め、第４条では一

時借入金の借入れの最高額を１億円と定めております。第５条では、歳出予算の流用につい

て定めております。 

４ページ、５ページをお開き下さい。 

第１表歳入歳出予算につきましては、後に添付いたしております予算に関する説明書によ

りご説明申し上げます。 

６ページをお開き下さい。 

第２表債務負担行為につきましては、人事給与システムリース経費を、平成３０年度から

平成３２年度までの３年間、限度額２３３万３千円といたしております。 

第３表地方債につきましては、限度額を、消防施設整備事業を３千７６０万円、庁舎建設

事業を５千６８０万円といたしております。 

それでは、予算に関する説明を申し上げます。 

まず、歳出からご説明いたしますので、１４ページをお開き下さい。 

款１「議会費」の目１「議会費」では、議員の報酬及び行政視察費等に係る旅費を始め、議

会運営費としまして１０６万９千円を計上いたしております。 

次に、款２「総務費」の目１「一般管理費」におきましては、５千５４万８千円を計上いた

しております。 

主な内容といたしましては、本組合の全般的な管理事務、財務・財産管理等に要する経費

でございます。 

節１１需用費２千６２６万６千円は、本組合管内の全世帯に配布いたしております組合広

報紙｢キララやつしろ｣の発行に伴う印刷製本費、本部庁舎の体力錬成室空調設備改修工事や

雨漏り対策工事など庁舎に係る修繕料などに要する経費がその主なものでございます。 

１５ページへ参りまして、節１３委託料１千７３万７千円は、庁舎清掃委託、人事給与シ

ステム導入経費に要する経費がその主なものでございます。節２５積立金１千３万１千円は、

庁舎建設基金への積立１千万円と各基金の利子分の積立てでございます。 

１６ページをお開き下さい。 

款２「総務費」の目１「監査委員費」では、監査に要する経費としまして、２万円を計上い

たしております。 

次に、款３「消防費」の目１「常備消防費」では、１７億８８８万円を計上いたしておりま
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す。 

主な内容といたしましては、消防職員２１１人及び再任用職員７人分の人件費、即ち給料、

職員手当等、共済費あわせまして、１５億６千５４１万７千円でございます。 

１７ページへ参りまして、節１１需用費４千１７７万４千円は、消防車両等の燃料費、光

熱水費などに要する経費がその主なものでございます。節１２役務費１千１６０万９千円は、

指令回線や電話料等の通信運搬費、車検時の自動車保険料等に要する経費がその主なもので

ございます。節１３委託料２千８４９万４千円は、高機能消防指令システム等保守委託、職

員健康診断委託に要する経費がその主なものでございます。節１４使用料及び賃借料１千９

６４万９千円は、職員の仮眠用寝具、事務機器等に係るリース料や、熊本地震を踏まえ、個

人装備品の充実強化のための防火衣のリース料に要する経費がその主なものでございます。 

１８ページをお開き下さい。 

節１８備品購入費３千５６万３千円は、職員の貸与被服購入費、熊本地震を踏まえ、消防

資機材の強化のための災害対策強化費に要する経費がその主なものでございます。 

次に、目２「消防施設費」では、４千５５６万８千円を計上いたしております。 

節１８の備品購入費４千４９４万円は、消防力の充実強化のため、(仮称)鏡消防署氷川分

署の新設に伴う広報車、鏡消防署の人員搬送車の新規購入及び泉分署の消防ポンプ自動車、

消防本部の事務連絡車の買換え整備に伴う経費でございます。 

次に、目３の「特別防災費」では、１億６千８３２万６千円を計上いたしております。 

主な内容といたしましては、消防職員２０人の人件費、即ち給料、職員手当等、共済費あ

わせまして、１億５千９７９万円でございます。 

１９ページに参りまして、節９旅費から節２７公課費までは、職員２０人分及び大型化学

車、高所放水車、原液搬送車に要する経費がその主なものであり、支出項目については、常

備消防費と同様の項目で計上いたしております。 

２０ページをお開き下さい。 

目４の「庁舎建設事業費」では、８千２５万３千円を計上いたしております。節１３委託

料５２５万３千円は、(仮称)新開消防署庁舎建設事業に係る耐震診断、不動産鑑定及び測量

に要する経費でございます。節１７公有財産購入費７千５００万円は、（仮称）新開消防署庁

舎建設事業に係る敷地購入に要する経費でございます。款４「公債費」では、８千５８３万

５千円を計上いたしております。これは、庁舎建設事業債及び消防施設整備事業債の元金の

償還分７千９６３万２千円、庁舎建設事業債、消防施設整備事業債及び災害復旧事業債の利

子の償還分６２０万３千円でございます。 

２１ページをお開き下さい。 

款５「災害復旧費」の目１「庁舎災害復旧費」では、１千円を計上いたしております。款６

「予備費」では、前年度同様４００万円を計上いたしております。 

以上で、歳出の説明を終わり、引き続き歳入について、ご説明申し上げます。 

 

申し訳ありませんが、１０ページ「２歳入」にお戻りいただきたいと思います。 

款１「分担金及び負担金」の目１「市町負担金」は、消防費負担金として１９億５千５６９

万６千円を計上しており、予算総額の約９１．２％を占めております。 

款２「使用料及び手数料」、項１「使用料」、目１「消防使用料」は、自動販売機の行政財産

使用料等として、１１万４千円を計上、項２「手数料」、目１「消防手数料」は、危険物申請

手数料等として３９２万３千円を計上いたしております。 
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１１ページに参りまして、款３「財産収入」、項１「財産運用収入」、目１「財産貸付収入」

は、自動販売機設置料として１０４万４千円、目２「利子及び配当金」は、職員退職手当基金

等の利子３万１千円を計上いたしております。款３「財産収入」、項２「財産売払収入」、目１

「物品売払収入」は、廃車車両売払いとして１万５千円を計上しております。款４「繰越金」

の目１「繰越金」７千６００万円は、前年度からの繰越金を財源として充当するものでござ

います。 

１２ページをお開き下さい。 

款５「諸収入」、項１、目１「組合預金利子」では３万円を計上し、項２、目１「雑入」の

１千３２４万７千円は、その主なものとしまして、救急支弁金、熊本県派遣職員人件費、免

許取得負担金などを計上いたしております。 

１３ページに参りまして、款６「組合債」の目１「消防債」９千４４０万円は、消防車両の

消防施設整備事業債及び（仮称）新開消防署の庁舎建設事業債でございます。 

少し飛びまして、２９ページをお開き下さい。 

これは、平成２８年度からの事業であります財務会計システムリース経費及び平成３０年

度からの事業であります人事給与システムリース経費に係る債務負担行為の支出額に関する

調書で、平成３０年度以降の支出予定額は、それぞれ、８９７万８千円及び２３３万３千円

でございます。 

３０ページをお開き下さい。 

これは、地方債の現在高に関する調書で、平成３０年度末現在高見込み額の合計は、８億

６千６８５万９千円でございます。 

３１ページですが、これは、関係市町別負担金表で、平成３０年度負担金合計は、八代市

が１７億３千９９０万７千円、氷川町が２億１千５７８万９千円でございます。 

以上で、議第１号平成３０年度八代広域行政事務組合一般会計予算について、説明を終わ

ります。 

  

次に、議第２号から議第４号までの条例議案３件について、ご説明申し上げます。 

議第２号八代広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、「児

童福祉法等の一部を改正する法律」及び「雇用保険法」の一部改正による「地方公務員の育

児休業等に関する法律」の改正に伴い、養子縁組里親の法制化に伴う改正や再度の育児休業

ができる特別な事情の追加、非常勤職員の子の２歳到達まで例外的に育児休業の再延長がで

きることなど、所要の条例の一部を改正するものであります。 

次に、議第３号八代広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正については、本

年２月１日施行の「会計管理者の設置に伴う本組合規約の変更」に伴い、「会計管理者」の職

が新設されることから、第２条第３項に規定する別表「職務分類」の欄中に追記する旨の一

部改正であります。 

最後に、議第４号八代広域行政事務組合消防手数料条例の一部改正については、準特定屋

外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所の危険物に関する手数料が、人件費や物件費の変

動、審査所要時間や備品費の増加を反映させたことに伴い、「地方公共団体の手数料の標準に

関する政令」が一部改正されたことから、その手数料額について、一部改正するものであり

ます。 

以上、議第１号から議第４号までの議案につきまして、説明を終わります。どうぞ、よろ

しくお願いします。 
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〇議長（橋本幸一君） 以上で、提出者の説明を終わります。 

日程第２から日程第５までの議案４件の議事をしばらく中止いたします。 

 

△休会の件 

〇議長（橋本幸一君） この際、休会の件についてお諮りいたします。 

明２月７日から２月１５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（橋本幸一君） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第５までの４件の議事を再開いたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） この際、お諮りいたします。 

本４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（橋本幸一君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明２月７日から２月１５日までは休会とし、次の会議は２月１６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２月７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２９分閉会） 

 

 


