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八代広域行政事務組合議会平成３０年１０月定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成３０年１０月１０日（水） 

 

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 増田一喜君  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 

 ７番 山本幸廣君  ８番 堀 徹男君  １０番 松田達之君 

 

  （２）欠席議員（１人） 

     ９番 西尾正剛君 

 

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 吉田一也君、次長 川田 護君、危機管理監兼警防課長 井上早児君、 

会計管理者兼会計課長 古川敬二君、八代消防署長 下﨑健治君、 

鏡消防署長  坂井寿弘君、総務課長 上野三郎君、予防課長 坂本晋一君、 

指令課長 谷井祐典君 

     

１．職務のために議場に出席した職員の職、氏名 

    総務課副主幹兼人事教養係長 谷口研朗君、同課副主幹兼総務係長 久保田宏之君、 

総務課財政係長 岩村一穂君、同課主任 村上正樹君、同課主任 山本洋治君 

 

１．議事日程 

    日程第１ 会期の決定 

    日程第２ 議第８号 平成２９年度八代広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算 

    日程第３ 議第９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 

  

１．会議に付した事件 

    １．日程第１ 

    １．日程第２ 

    １．日程第３ 
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  （午前１０時０１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、八代広域行政事務組合議会平成３０年１０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２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） お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１０月２９日までの２０日間といたしたいが、これにご異 

 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） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

 

―日程第２～日程第３― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第３まで、すなわち、議第８号から同第９号まで 

の議案２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、ご出席賜わりまして厚くお

礼を申し上げます。 

 さて、この２～３カ月の間に、７月の西日本豪雨災害をはじめ、最大震度７を観測した

北海道胆振東部地震、また非常に強い勢力で上陸した台風２１号及び台風２４号と、日本

国中で自然災害による大きな災害が相次いで発生しております。 

 これらの災害により多くの死傷者や多数の住宅等の被害が生じ、現在も行方不明者の捜

索が行われ、避難生活を余儀なくされている方々も多数いらっしゃるということで、改め

ましてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被害を受けられまし
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た皆様に心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。 

 また先日、沖縄沖を通、もとい、天草沖を通過した台風２５号につきましては、強風に見

舞われたものの管内での大きな災害等はございませんでした。 

本組合におきましても、このような自然災害に消防、防災双方で警戒を怠ることなく、

地域住民の皆様方の安心・安全の確保のために、さらに災害対応への強化に万全を期して

まいりたいと考えております。 

それでは、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、山岳救助隊の発隊についてでございます。 

 近年の登山ブームを受け、管内におきましても五家荘地区などへ毎年、多くの登山客が

訪れる一方で、その増加に伴い、遭難や滑落・転落事故等も年々増加傾向にあります。この

ような中、有事の際には救助隊や消防隊で対応しておりますが、山岳に精通した経験豊富

なプロのレスキュー隊の必要性を感じましたことから、本年７月から山岳救助隊の発隊に

向けた検討を重ね、本日、本議会の終了後、発隊式を行う運びとなりました。議員の皆様方

におかれましても出席を賜わりますようお願い申し上げます。 

 次に、人事異動関係につきましては、本年度採用いたしました４名の職員が、約半年間

に及ぶ消防学校での初任教育を終了しましたことから、１０月１日付で人事異動を行い、

新たな体制で業務を開始したところでございます。 

 それでは、今回、ご提案しております議案２件について、概要をご説明いたします。 

議第８号は、平成２９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９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きましては、消防法令に

重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表する制度を

開始することに伴い、所要の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提案理由の説明とさせていた

だきます。 

（消防長 吉田一也君 挙手） 

〇議長（橋本幸一君） 消防長、吉田一也君。 

（消防長 吉田一也君 登壇） 

 

◎消防長（吉田一也君） 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８号平成２９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、ご説明を申し上げます。 

お手元の決算書の６，７ページをお開きください。 

表下段、歳入合計の欄でございますが、予算現額２３億８千２２７万８千円に対しまし

て調定額、収入済額ともに２３億８千１１万６千１１１円で、予算現額と収入済額との比

較が２１６万１千８８９円であります。なお、予算に対する収入率は、９９.９パーセント

でございます。 

  次に、８、９ページをお開きください。 

 表下段、歳出合計の欄ですが、予算現額２３億８千２２７万８千円に対しまして、支出
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済額２３億１千４７２万３５９円、不用額が６千７５５万７千６４１円であります。なお、

予算に対する執行率は、９７.２パーセントでございます。 

１０ページをお願いします。 

歳入総額から歳出総額を差し引きました額は、６千５３９万５千７５２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、１４、１５ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、右ページの収入済額の欄によりご説明いたします。 

款１分担金及び負担金の収入済額は２０億４６２万６千円で、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いただいたものでございます。 

八代市の負担金額は１７億８千２５万８千円、氷川町の負担金額は２億２千４３６万８

千円でございます。前年度と比べると、７千５１１万２千円の増加となっており、その主

な要因は、平成２７年度からの事業であります氷川分署庁舎建設事業の本体工事に伴う負

担金の増加によるものでございます。なお、歳入総額に占める負担金全体の割合は８４.２

パーセントでございます。 

款２使用料及び手数料の収入済額は３３５万６千４５２円で、消防使用料として自動販

売機及び電柱の設置に伴う行政財産の使用料１１万３千２０２円、消防手数料として危険

物の煙火申請、罹災証明等に伴う手数料３２４万３千２５０円を収入いたしました。 

款３財産収入の収入済額は６８万３千３７９円で、退職手当基金など３つの基金の預金

利息分であります財産運用収入として３万４千２９９円、廃車車両を売り払った収入であ

ります財産売払収入として６４９千８０円を収入いたしました。 

款４繰入金の収入済額は１千２６０万円は、平成２９年度中の早期退職者がいなかった

ため、退職手当基金の取り崩しによる繰り入れはなく、氷川分署本体工事に伴い庁舎建設

基金を取り崩し、繰り入れたものでございます。 

１６、１７ページをお開きください。 

款５繰越金の収入済額は６千５８万６千８５８円で、これは平成２８年度からの繰越金

でございます。また補正予算額の１００万円は、共済組合の負担金率が上がったことによ

る人件費の不足によるものでございます。 

款６諸収入の収入済額は２千１２６万３千４２２円で、歳計現金の預金利子２千１円と

雑入２千１２６万１千４２１円でございます。 

雑入の主なものとしましては、熊本県防災消防航空隊へ副隊長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６７３万５千４１４円、高速道路救急業務支弁金３

７２万５千６４０円、熊本地震により被災した本部庁舎改修分の共済見舞金３５２万４千

６３４円、九州北部災害に伴う消防広域応援協定に基づく交付金２３５万８６８円などで

ございます。前年度に比べ、約６４１万１千円の増加となっておりますが、これは主に、共

済見舞金及び応援交付金の収入によるものでございます。 

款７組合債の収入済額は２億７千７００万円で、これは八代消防署配備の指揮車の更新、

氷川分署配備の消防ポンプ自動車及び高規格救急車の新規車両２台の整備、氷川分署庁舎

建設事業に係る本体工事、更には平成２８年度からの繰越事業であります消防本部庁舎災

害復旧に伴う財源として起こした地方債でございます。 

以上が歳入の決算内容でございます。 

続いて、歳出についてご説明いたします。 

１８、１９ページをお開きください。 
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右ページの支出済額の欄にてご説明いたします。 

款１議会費の支出済額は８１万５千１９１円で、その内訳は各節の備考欄に記載してい

ますように、議員報酬や行政視察旅費など議会運営に要した経費でございます。 

款２総務費の支出済額は５千４６３万４千８４０円で、項１総務管理費と、次ページの

項２監査委員費の支出合計であります。 

まず、項１総務管理費の支出済額は５千４６１万５千６１０円でありますが、これは、

節１１需用費の組合広報紙発行の印刷製本費及び庁舎等の修繕料などに要した費用３千５

８１万１千７７５円、節１３委託料の庁舎清掃や法制支援・例規管理システム保守委託な

どに要した費用８０７万９５３円、２０、２１ページにまいりまして、節２５積立金の退

職手当基金や庁舎建設基金への積立金７２３万４千２９９円が主なものでございます。な

お、不用額１７０万７千３９０円は主に委託料の入札残によるものでございます。 

次に、項２監査委員費の支出済額は 1 万９千２３０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あります。 

続きまして、款３消防費の支出済額は２１億６千９５７万７千４０６円で、前年度に比

べ、約１億９千９７８万円の増加でありました。主な要因としましては、氷川分署庁舎建

設事業の本体工事による増加でございます。 

目１常備消防費の支出済額は１６億４千３０２万９千６００円、不用額は１千９７９万

５千４００円でありました。主に、消防職員２１１人、再任用職員５人分の節２給料から

節４共済費までの、いわゆる人件費に要した費用で、常備消防費の９２.２パーセントを占

めております。 

２２、２３ページをお開きください。 

節９旅費の支出済額は４３５万７千８４７円は、職員研修や学校入校、救助大会出場に

伴う支出でございます。 

節１１需用費の支出済額は３千５０２万６千８６８円は、主に各庁舎の電気代などの光

熱水費、車両や各種資機材等の修繕料に要した費用でございます。なお、不用額５７７万

８千１３２円は、燃料費や光熱水費等の節約によるものでございます。 

節１２役務費の支出済額は１千４０万３千７５４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回線使用料等の通信運搬費や各種申請の手数料、消防車両等の自動車

保険料などに要した費用でございます。 

節１３委託料の支出済額は２千３２７万３千５６４円で、その主なものとしまして定期

特定作業従事者の職員健康診断や高機能消防指令システム保守委託などに要した費用でご

ざいます。また不用額５８９万５千４３６円は、危険物の特定タンク変更許可審査等の該

当がなかったことなどであります。 

節１４使用料及び賃借料の支出済額は１千４０５万３千８３円で、その主なものとしま

して仮眠用寝具のリース料、パソコンリース料及び防火衣のリース料などでございます。

また不用額３７０万２千９１７円は入札残などによるものであります。 

節１８備品購入費の支出済額は２千８５８万７千７２４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の機械器具費、職員の貸与被服や災害対策資機材強化費など

でございます。また不用額２８７万７千２７６円は入札残によるものであります。 

節１９負担金、補助及び交付金の支出済額は１千５４万１千３２８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に要した費用でござい

ます。 
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２４、２５ページをお開きください。 

次に、目２消防施設費の支出済額は８千１８０万２千３５０円で、主なものとしまして

節１８備品購入費８千１２７万円で、八代消防署配備の指揮車、氷川分署開設に伴う消防

ポンプ自動車、高規格救急車の３台を整備したものでございます。なお不用額３１９万４

千円は入札残によるものでございます。 

次に、目３の特別防災費の支出済額１億６千６５万７千１０３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人分の人件費に要した費用１億５千３０２万９千

９００円で、特別防災費全体の９５．３パーセントを占めております。なお、人件費の不用

額は３１１万９千１００円で、人事異動により生じたものでございます。旅費以下は、常

備消防費と同様の支出内容でございます。 

次ぎに、２６、２７ページをお開きください。 

目４の庁舎建設事業費では２億８千４０８万８千３５３円を支出いたしました。その主

な内訳としまして鏡消防署氷川分署庁舎建設に伴う本体工事及び設計監理委託料として要

した費用でございます。なお不用額３千３４９万８千６４７円は入札残などによるもので

ございます。 

次に、款４公債費では７千８５１万４千９２２円を支出いたしました。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た地方債の元利償還金でご

ざいます。前年度と比較しますと、約１千５０３万５千円の増加となっておりますが、こ

れは平成２６年度日奈久分署庁舎建設事業の本体工事及び平成２７年度消防施設整備事業

に係る元金償還が始まったことによる増加となっているものでございます。 

款５災害復旧費１千１１７万８千円は、平成２９年度から繰越明許費として繰越し、熊

本地震により被災した本部庁舎の改修に支出したものでございます。 

最後に、款６予備費ですが、平成２９年度は充当いたしておりません。 

歳出総額は２３億１千４７２万３５９円となります。 

以上が、平成２９年度一般会計決算における歳出の内容でございます。 

 次に、２８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２３億８千１１万６千円、歳出総額２３億１千

４７２万１千円で、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６千５３９

万５千円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、平成２９年度の実質

収支額は、そのまま６千５３９万５千円となります。 

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、財産に関する調書について、ご説明いたします。 

  財産に関する調書の２ページ、３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、旧鏡消防署跡地分を台帳精査

し、土地面積数値の修正２６４.９平方メートルの増がありましたので、現在高は１５,２

６７.１３平方メートルとなりました。 

建物につきましては、鏡消防署氷川分署の新築により、４７９.２２平方メートルが増と

なり、現在高は、９,４００.９５平方メートルとなっております。 

次の４ページですが、物品に関しましては、鏡消防署氷川分署新設による消防車両３台

の整備をしており３台の増となり、現在高は５６台であります。 

次に、５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
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の基金へ積み立てを行った結果、前年度末に比べますと、合計で５３６万６千円の減額と

なり、現在高は４千３７６万７千円となりました。 

内訳ですが、退職手当基金は、利子分と早期退職者等の退職手当の財源として７２１万

６千円を積み立て、年度末の現在高は２千９９８万円となりました。 

庁舎建設基金は、利子分を積み立て、氷川分署庁舎建設本体工事へ１千２６０万円を取

り崩しましたので、現在高１千３６９万６千円となりました。 

また消防施設整備基金は、利子分６４円の積立てだけとなり、千円単位での増減高とし

てはなく、前年度末の現在高と同額の９万１千円となりました。 

以上で、議第８号平成２９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。 

  続きまして、議第９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ご説明申 

し上げます。 

 お手元の議案書の 1ページをお開きください。 

 本組合火災予防条例の一部改正につきましては、福山市のホテル火災、長崎市の高齢者 

施設の火災など死傷者が多数発生した火災を踏まえ、重大な消防法令違反のある防火対象 

物について、利用者等にその危険性に関する情報を公表する制度を開始することから所要 

の条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で、議第８号及び議第９号の提案の説明を終ります。どうぞ、よろしくお願い申し 

上げます。 

 

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３までの議案２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１０月１１日から１０月２８日までは休会といたしたいが、これにご異議ありません 

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３までの議案２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２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、これにご異議あ 

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明１０月１１日から１０月２８日までは休会とし、次の会議は１０月２９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１０月１１日正午までに発言通告書をご提出くださ 
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い。 

本日は、これにて延会いたします。ご苦労様でした。 

 

（午前１０時２７分延会） 

 

 


