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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９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（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 会期の決定 

  日程第２ 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３ 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４ 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５ 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６ 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７ 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８ 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９ 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 
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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 
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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２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８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２月１９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（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１～第９ 

〇議長（中村和美君） 日程第２から日程第９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） 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） 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、平成２８年第１回八代広域行政事務組合議会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、大変お忙しい中に、お集まりいただき、厚くお礼申しあげ

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、ご報告をさせて

いただきます。 

 まず、初めに、平成２７年中の火災・救急の出動件数につきましては、火災が、対前年比で
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１０件減少の３１件、八代市２８件、氷川町３件となり、組合消防発足以来、最少の件数と

なりました。これもひとえに、住民の皆様の防火意識の向上はもとより、常備消防、消防団、

並びに各地域の自主防災組織が一丸となった予防消防の成果であり、引き続き、機会あるご

とに火災予防についての啓発を行っていく所存でございます。 

 一方、急速な高齢化の進展に伴いまして、平成２６年中の救急件数は、組合消防が発足い

たしました昭和４８年当時の約１０倍となります６，４７５件でしたが、平成２７年は更に

増加いたしまして６，５０８件となりました。 

 統計的に見ますと、管内住民の２２人に１人を救急搬送したこととなり、特に６５歳以上

の高齢者の救急搬送が増加しております。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、住民満足度の高い消防サービスの提

供に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、消防力の強化・充実を図るため、本年度は、警防通信課の災害連絡車、予防課の危険

物広報車を更新いたしました。また、今月はじめに、新開分署のはしご車のオーバーホール

が完了しております。平成２６年度、２７年度の２ヵ年の事業としておりました、消防救急

無線のデジタル化整備事業につきましても、２月２日、無線のデジタル化への移行と併せ、

新たな高機能消防指令センターでの仮運用を開始したところでございます。本議会最終日に

は、是非、皆様方にも見学していただきたいと思っております。 

 議員各位におかれましては、各事業につきましてご理解いただきましたことに、改めまし

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

丸となって職務を全うしたいと考えております。以上、最近の消防本部の状況でございます。 

 

 それでは、今回ご提案いたしております議案８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２７年度八代広域行政事務組合一般会計補正予算第４号は、仮称鏡消防署

氷川分署庁舎建設事業の用地取得、並びに造成設計業務委託の契約締結に伴い、事業費が確

定したことから減額補正するものであります。 

 次に、議第２号は、平成２８年度八代広域行政事務組合一般会計予算であります。平成２

８年度の予算編成にあたっては、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。 

 その主な内容といたしまして、消防力の強化・充実のため、消防施設等総合整備計画に基

づき、新開分署の広報車、八代消防署の高規格救急車、同じく八代消防署の屈折はしご付消

防ポンプ車を更新いたします。その他、仮称鏡消防署氷川分署庁舎建設事業について、実施

設計業務を行います。 

 次に、議第３号の八代広域行政事務組合情報公開条例の制定については、本組合の行政文

書の公開請求に関し、住民に説明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として、所要の条例を制定するものであります。 

 次に、議第４号の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は、本組合の、

個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定め、住民個人の権利利益を保護する

ことを目的として、所要の条例を制定するものであります。 

 次に、議第５号の八代広域行政事務組合行政手続条例の制定については、本組合が行う処

分及び行政指導等の行為には、行政手続法が適用されないことから、同手続法の趣旨にのっ

とり、事前手続に関して所要の条例を制定するものであります。 
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 次に、議第６号の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は、本組合

特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し、所要の条例を制定するものであります。 

 次に、議第７号の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

正については、本組合特別職の報酬及び費用弁償に関して、支出根拠となる関係法令を整理

したことから、所要の条例の一部改正をするものであります。 

 次に、議第８号の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は、対象火気設

備等の位置、構造及び管理等に関する条例の制定に関する基準を定める省令の 一部を改正す

る省令が公布されたことに伴い、火災予防条例（例）の一部を改正されたことから、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でございます。 

 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 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、ただいま提案をされました議第１号から議第８号につきまして、一括してご説

明を申し上げます。 

 まず、別冊となっております議第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号でございます。１ページをお開き下さい。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１千５８２万８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億９千４５７万６千円と定めるものであります。 

 ２ページをお開き下さい。第１表歳入歳出予算補正でございますが、これにつきましては、

後に添付いたしております一般会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。 

 それでは、まず一般会計補正予算の歳出からご説明申し上げます。５ページをお開き下さ

い。 

 ３歳出、款３消防費の目４庁舎建設事業費の補正は、仮称鏡消防署氷川分署庁舎建設事業

の用地購入及び造成設計の事業費が確定したことに伴い、節１７公有財産購入費を１千５８

２万８千円減額いたすものでございます。 

 次に歳入についてご説明いたします。５ページの上段２歳入、款１分担金及び負担金の目

1 市町負担金１千５８２万８千円の減額は、歳出同様、仮称鏡消防署氷川分署庁舎建設事業

の用地購入及び造成設計の事業費が確定したことにより、財源である氷川町の負担金を減額

するものでございます。 

 以上、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号の説明とい

たします。 

 

 続きまして、別冊となっております議第２号、平成２８年度八代広域行政事務組合一般会

計予算についてご説明申し上げます。 

 別冊になっております予算書の１ページをお開き下さい。 
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 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２０億２千３０万円と定めており

ます。第２条では地方債について定め、第３条では一時借入金の借入れ額の最高額を１億円

と定めております。第４条では、歳出予算の流用について定めております。 

 ２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。 

 ４ページをお開き下さい。第２表、地方債でございますが、地方債の限度額を消防施設整

備事業１億４６０万円、庁舎建設事業１千万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、１２ページの歳出からご説明申し上

げます。 

 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を始め、議会運営費としまして

１０４万４千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、３千９２８万１千円を計上いたして

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１千９０６万８千円の中の印刷製本費２５０万１千円は、本組合管内の全世

帯に配布をしております組合広報紙キララやつしろ発行のための経費がその主なものでござ

います。修繕料１千５９８万６千円は、庁舎関係補修費、飲料水等ポンプ改修費等に要する

経費でございます。 

 １３ページに参りまして、節１３委託料８９９万円は、庁舎清掃委託、連結決算用財務諸

表作成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１４０万８千円は、主に平成２７年度に構築しました財務会計シ

ステムの機器等のリースに要する経費でございます。 

 節２５積立金８７８万１千円につきましては、退職手当基金への積立８７０万円と各基金

の利子分の積立てでございます。 

 １４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１万９

千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、１６億１千３４８万１千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２０４人、再任用職員１人分の人件費、即ち給

料、職員手当等、共済費合わせまして、１５億１千５６８万３千円でございます。 

 １５ページへ参りまして、節９旅費３２６万円は、熊本県消防学校入校、救急隊員の養成、

救助大会参加及び会議等に要するものでございます。 

 節１１需用費４千１２１万１千円は、消耗品費や消防車両等の燃料費、光熱水費、車検費

用及び消防資機材等の修繕料、救急用医薬材料費等に要する経費がその主なものでございま

す。 

 節１２役務費１千９３万円は、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

等がその主なものでございます。 

 節１３委託料５７２万２千円は、職員健康診断委託や大型免許取得委託等に要する経費が

その主なものでございます。 

 節１４使用料及び賃借料１千１５９万９千円は、寝具及び事務機器のリース料が主なもの

でございます。 

 １６ページをお開きください。節１８備品購入費１千４０７万６千円は、消防資機材並び

に被服購入費等でございます。 
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 節１９負担金、補助及び交付金９３６万８千円は、消防学校入校等に伴う負担金などが主

な経費でございます。 

 節２７公課費１３１万２千円は、消防、救急車両の購入時や車検時の自動車重量税でござ

います。 

 次に目２消防施設費では、１億２千５７万９千円を計上いたしております。 

 節１２役務費１８４万７千円は、更新車両の車載端末機及び車載無線機移設に要する費用

でございます。 

 節１８の備品購入費１億１千８７３万２千円は、消防力の充実強化のため、新開分署の広

報車、八代消防署の屈折はしご付ポンプ自動車及び高規格救急自動車の買換えに要する経費

でございます。 

 次に、目３の特別防災費では、１億６千９９万３千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、共済費合わせまして

１億５千４４５万５千円となっております。 

 １７ページに参りまして、節１１需用費２９４万２千円は、消防車両等の燃料費、光熱水

費、車検費用及び消防資機材等の修繕料に要する経費でございます。 

 １８ページをお開きください。目４の庁舎建設事業費では、１千７４２万２千円を計上い

たしております。 

 節１３委託料１千３４４万１千円は、仮称鏡消防署氷川分署庁舎建設事業に係る実施設計

の委託に要する経費でございます。 

 節１５工事請負費３５１万２千円は、鏡消防署体力錬成室の空調機設置工事及び各分署の

寝具収納棚増設工事費用として計上いたしております。 

 款４公債費では、６千３４８万１千円を計上いたしております。これは、これまでの庁舎

建設に伴う起債及び消防施設整備事業債の元金の償還分５千９９５万７千円、利子分３５２

万４千円でございます。 

 款５予備費では、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８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１８億５千３５６万９千

円を計上いたしております。 

 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、９万３千円を計上いたしております。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４１８万８千円といたしております。 

 ９ページに参りまして、款３財産収入、項１財産運用収入の目１利子及び配当金は、職員

退職手当基金等の利子８万円でございます。項２財産売払収入の目１物品売払収入は、廃車

車両売払分３万円を計上いたしております。 

 款４繰入金では、目１退職手当基金繰入金８７０万円を、早期退職者分の特別負担金の財

源に充てるものでございます。 

 １０ページをお開き下さい。款５繰越金の目１繰越金２千４００万円は、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。 

 款６諸収入の項１目１組合預金利子では３万円を計上いたしております。項２目１雑入の

１千５０１万円でございますが、主なものとして熊本県派遣職員人件費６５７万円、救急支

弁金３４０万９千円、自動販売機設置料２４３万円、免許取得負担金１３５万８千円などを
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計上いたしております。 

 １１ページに参りまして、款７組合債の目１消防債１億１千４６０万円は、広報車、屈折

はしご付ポンプ自動車、高規格救急自動車の消防施設整備事業債及び仮称鏡消防署氷川分署

庁舎実施設計の庁舎建設事業債でございます。 

 少し飛びまして、２６ページをお開き下さい。これは前年度事業であります財務会計シス

テムに係る債務負担行為で、翌年度以降にわたるリース経費について、今年度以降の歳出予

定額等に関する調書でございます。 

 ２７ページは、地方債の現在高に関する調書で、平成２８年度末現在高見込み額は、６億

１千８７万３千円でございます。 

 ２８ページをお開きください。これは、関係市町別負担金表で、平成２８年度負担金は、

八代市が１６億４千５９７万６千円、氷川町が２億７５９万３千円でございます。 

 以上で議第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の説明を終わ

ります。 

 

 次に、別冊となっております議案書の１ページをお開き頂きたいと思います。 

 

 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ご説明いたします。これは、

本組合の行政文書の公開請求に関し、住民に説明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とし、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、８ページ、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

てでございます。これは、本組合の個人情報の適正な取り扱いの確保に関する基本的事項を

定めることにより、住民個人の権利利益を保護することを目的とし、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、２１ページ、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

でございます。これは、本組合が行う処分及び行政指導等の行為には行政手続法が適用され

ないため、同手続法の趣旨にのっとり事前手続に関し、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、３２ページをお願いします。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でございます。これは、情報公開条例、個人情報保護条例の制定に

伴い、本組合の特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関し、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、３４ページ、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でございます。これは、本組合の特別職の報酬及び費用弁償

に関し、支出根拠の法令を整理するため、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、３６ページ、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

いてでございます。これは、対象火気設備等の位置、構造及び管理等に関する条例の制定に
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関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、火災予防条例の一

部も改正されたため、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１号から議第８号までの議案について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９までの８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、休会の件について御諮りいたします。 

 明１０日から１８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９までの８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８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１０日から１８日までは休会とし、次の会議は１９日定刻に開き、質疑並びに一

般質問を行います。 

 質疑、一般質問御希望の諸君は、明１０日正午までに発言通告書を御提出ください。 

 本日は、これにて延会いたします。 

 

（午前１０時３０分閉会） 


