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八代広域行政事務組合議会平成３１年２月定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成３１年２月１２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） 

     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 

 ９番 西尾正剛君  １０番 松田達之君 

 

  （２）欠席議員（２人） 

     １番 増田一喜君   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 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１号 平成３１年度(２０１９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 財産の取得について 

    日程第４ 議第３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 

  

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 
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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３１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３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２月２２日までの１１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４― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第４まで、すなわち、議第１号から同第３号まで 

の議案３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） 

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、ご報告させていただ

きます。 

まずはじめに、平成３０年中の火災・救急・救助の件数でありますが、平成３０年に発

生した火災は５０件、八代市４１件、氷川町９件で、前年に比べまして５件の減少となり

ました。 

火災原因の主なものは、たき火、放火、たばこの順であります。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いたしました。 

次に、平成３０年の救急件数でありますが、７，３９４件の救急出場がありました。前

年に比べますと２０５件増加いたしまして、年々増加の一途をたどっている状況でありま

す。また搬送人員につきましても６，９５０人と前年に比べまして２０８人増加しており

ます。傷病の種別をみますと、急病や一般負傷が多く、中でも夏場の熱中症患者の搬送が
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目立ちました。救急業務は直接、人命にかかわる業務であります。今後も救急需要の増加

は避けては通れない問題であるかと考えておりますので、迅速かつ丁寧に活動し、住民満

足度の高い消防行政サービスの提供に努める所存でございます。 

続きまして、消防表彰３件について、ご報告いたします。 

まず、昨年９月１７日に八代市坂本町で発生した救助事案で、農作業中に誤って川へ転

落した方を救急車が到着するまでの間、介抱されたもので、その功績に対し、１０月１９

日にお一人の方を消防署長表彰として表彰いたしました。 

次に、昨年１０月２９日に八代市東陽町で発生した建物火災において、現場近くを通り

かかった住民の方々の発見、通報、初期消火活動によりまして火災の延焼を未然に防止し

たものであります。その功績に対し、１１月２６日にお一人の方を消防長表彰として表彰

いたしました。 

次に、昨年１１月１４日に八代市豊原下町で発生した救助事案で、誤って用水へ転落し

た方が発見、通報、救出されたもので、その功績に対し、１１月３０日に３名の方を消防

長表彰として表彰いたしました。 

改めまして、被表彰者の方々に御礼申し上げたいというふうに思います。 

続きまして、消防車両の更新整備につきましては、消防本部の事務連絡車、鏡消防署の

人員搬送車、泉分署の消防ポンプ自動車、氷川分署の災害対応広報車を整備いたしまし

た。 

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、消防本部の動向について報告をさせていただきました。 

それでは、今回、提案しております議案３件について、その概要を説明いたします。 

議第１号の平成３１年度、平成は４月まででありますけども、２０１９年度と言ったが

いいかもしれません、八代広域行政事務組合一般会計予算であります。 

予算編成にあたりましては毎年、申し上げておりますとおり、組合運営の財源の大半が

八代市と氷川町の負担で賄われていることを再認識し、構成市町の予算編成や歳出削減の

取組み等も参考としながら、併せて本組合の事務事業についても評価、点検を行い、次年

度の予算編成を行いました。 

主な内容といたしましては、まず消防力充実強化事業といたしまして、消防施設等総合

整備計画に基づく仮称新開消防署庁舎建設事業に係る合筆登記、その他車両３台の更新、

救急高度化推進事業としまして、第４次救急高度化推進計画に基づく救急救命士及び救急

隊員の養成、救急資機材の整備及び応急手当普及啓発活動の推進、次に消防資機材整備事

業といたしまして、昨年１０月に発足しました山岳救助隊用の資器材や救助用資機材等の

新規整備など、次に職員研修事業といたしまして、県防災消防航空隊への派遣、消防大学

校及び県消防学校への入校、各種研修並びに講習の受講など、近年多様化する消防行政に

対応する人材育成のための予算を計上しております。 

次に、議第２号、財産の取得につきましては、仮称新開消防署庁舎建設予定地の土地購

入に係る売買契約の準備が整いましたので議会にお諮りするものでございます。 

議第３号、本組合職員定数条例の一部改正につきましては、八代広域消防本部消防施設

等総合整備計画に基づく組織強化に対する職員の増員に伴い、職員定数を変更する必要が

あることから、所要の条例の一部を改正するものでございます。 

以上が、各議案の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ので、慎重なるご審議の

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） 
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◎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） 

ただいま提案されました議第１号から議第３号までの議案３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３１年度（２０１９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２１億２千７９０万円と定めて

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、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、後に添付しております一般会計予算に関する説明

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、本年度予定されております消費増税に伴う保守料

に係る増税分の２０１９年度から２０２０年度分の債務負担行為で、財務会計システムリ

ース経費では限度額３万１千円、人事給与システムリース経費では限度額２万２千円とし

ております。 

第３表地方債につきましては、消防施設整備事業の限度額を４千５２０万円としており

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、恐れ入りますが、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等に係る旅費を始め、議

会運営費としまして１０２万２千円を計上しております。 

次に、款２「総務費」の目１「一般管理費」におきましては、３千６０２万５千円を計上

しております。 

主な内容としましては、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。 

１５ページをお願いします。 

節１１需用費１千１７５万９千円は、本組合管内の全世帯に配布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、氷川分署の屋外照明の増設や坂本分署の

玄関ドア等の改修など庁舎に係る修繕料等に要する経費がその主なものでございます。 

節２５積立金１千５万５千円は、庁舎建設基金へ積立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、１万９千円を

計上しております。 

次に、款３「消防費」の目１「常備消防費」では、１７億６千２１８万３千円を計上して

おります。 

主な内容としましては、消防職員２１３人及び再任用職員７人分の人件費、即ち給料、

職員手当等、共済費合わせまして、１６億１２２万３千円でございます。 
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１７ページをお願いします。 

節１１需用費４千７２７万５千円は、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１千２２２万７千円は、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２千９６３万１千円は、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。 

１８ページをお開きください。 

節１４使用料及び賃借料２千７４万１千円は、職員の仮眠用寝具、事務機器等に係るリ

ース料や、消防隊の防火衣リース料に要する経費がその主なものでございます。 

節１８備品購入費３千５７９万１千円は、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、６千６９７万３千円を計上しております。 

主な内容としましては、節１８の備品購入費６千５５０万円は、消防力の充実強化のた

め、消防本部の連絡車、八代消防署の消防ポンプ自動車、新開分署の災害対応特殊救急自

動車の買換え整備に伴う経費でございます。 

１９ページをお願いいたします。 

次に、目３の「特別防災費」では、１億７千２９６万８千円を計上しております。 

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、１億６千３４４万２千円でございます。 

節９旅費から２０ページの節２７公課費までの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ページの目４「庁舎建設事業費」では、（仮称）新開消防署庁舎建設事業の合筆登記

分として６４万３千円を計上しております。 

２１ページをお願いします。 

款４「災害復旧費」の目１「庁舎災害復旧費」では、平成２９年度から歳出科目に庁舎災

害復旧費を設定し、１千円を計上しております。 

款５「公債費」では、８千４０６万６千円を計上しております。 

これは、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元金の償還分７千

８９６万９千円、及びその利子償還分５０９万７千円でございます。 

款６「予備費」では、前年度同様４００万円を計上しております。 

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２０億４千９８

３万を計上しており、予算総額の約９６．３パーセントを占めております。 

款２「使用料及び手数料」においては、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１３万９千円を計上、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３２４万円を計上しております。 

１１ページをお願いします。 

款３「国庫支出金」、項１「国庫補助金」、目１「消防費国庫補助金」は、緊急消防援助隊

設備整備費補助金として１千４５５万円を計上しております。 

款４「財産収入」においては、項１「財産運用収入」の目１「財産貸付収入」は、自動販
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売機設置料等として１１２万５千円、目２「利子及び配当金」は、職員退職手当基金等の利

子５万５千円を計上、項２「財産売払収入」の目１「物品売払収入」は、廃車車両の売払い

として３８万円を計上しております。 

１２ページをお開きください。 

款５「繰越金」の目１「繰越金」では、１千円を計上しております。 

款６「諸収入」においては、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１千３３５万円は、その主なものとしまして、高速道路救急支弁金、熊本県派

遣職員人件費などを計上しております。 

１３ページをお願いします。 

款７「組合債」の項１「組合債」、目１「消防債」４千５２０万円は、消防本部連絡車、

消防ポンプ自動車及び災害対応特殊自動車の整備に伴う消防債でございます。 

以上で歳入の説明を終ります。 

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、２０１９年度以降の支出予定額は、冒頭６ページで説明しました債務負担行

為の増税分と合算し、財務会計システムリース経費が７５９万１千円、人事給与システム

リース経費が１５７万７千円でございます。 

３０ページは、地方債の現在高に関する調書で、２０１９年度末現在高見込み額の合計

は、８億７千５６９万円でございます。 

３１ページですが、これは、関係市町別負担金表で、２０１９年度負担金合計は、八代市

が１８億１千９９４万１千円、氷川町が２億２千９８８万９千円で、合わせまして２０億

４千９８３万円ございます。 

以上で、議第１号平成３１年度（２０１９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号財産の取得について、ご説明申し上げます。 

予定価格が２千万円を超え、かつ面積が５千平方メートル以上の土地を取得するため、

財産の取得として議会にお諮りするものでございます。 

内容につきましては、（仮称）新開消防署庁舎建設事業に伴う用地の取得で、八代市三楽

町参号９番地の一部及び７１番地の面積５千８５８．３５平方メートルの土地を、取得予

定価格９千４３１万９千４３５円でメルシャン株式会社代表取締役社長、代野照幸様と契

約するものでございます。 

次に、議第３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は、八代広域消

防本部消防施設等総合整備計画に基づく組織強化に対する職員の増員に伴い、職員定数を

変更する必要があることから、一部改正を行うものであります。 

以上、議第１号から議第３号までの提案につきまして、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４までの議案３件の議事をしばらく中止いたします。 

 

―休会の件― 



 

7 

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１３日から２月２１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） ご異議なしと認め、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４までの３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３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２月１３日から２月２１日までは休会とし、次の会議は２月２２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１３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。ご苦労様でした。 

 

（午前１０時２２分延会） 

 

 


