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令和元年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会会議録 

 

１．招集年月日  令和元年７月８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） 

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    ９番 西尾正剛 君  １０番 松田達之 君 

 

  （２）欠席議員（１人）   

１番 増田一喜 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 川田 護君、 次長 谷井祐典君、 次長兼八代消防署長 坂井寿弘君、 

会計管理者兼会計課長 下﨑健治君、 危機管理監兼警防課長 井上早児君、 

鏡消防署長 坂本晋一君、 総務課長 上野三郎君、 指令課長 竹永功治君、 

 予防課長 植田啓二君 

 

１．職務のため議場に出席した職員の職、氏名 

総務課長補佐兼人事教養係長 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 東坂 宰君 

 

１．議事日程 

日程第１  会期の決定 

日程第２  議第４号  専決処分の報告及びその承認について 

日程第３  議第５号  専決処分の報告及びその承認について 

日程第４  議第６号  財産の取得について 

日程第５  議第７号  財産の取得について 

日程第６  議第８号  八代広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する 

条例の一部改正について 

    日程第７  議第９号  八代広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する 

条例の制定について 

    日程第８  議第１０号 八代広域行政事務組合消防手数料条例の一部開改正 

                について 

    日程第９  議第１１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 

日程第１０ 会議録署名議員の指名 
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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 

１．日程第１０ 

 

 

 

 

 

 

１．議事の経過 

 （午前１１時００分開議） 

 

○議長（橋本幸一君） みなさん、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、令和元年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会を開会いたします。 

 

－議長の諸報告－ 

 

○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。 

 

○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－ 

 

○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。 

    お諮りいたします。 

    本臨時会の会期は、本日１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） 

 

○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。 
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－日程第２～日程第９－ 

 

○議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第９まで、すなわち、議第４号から同第１１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） 議長。 

 

○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、組合議会 臨時会を招集しましたところ、議員各位におかれましては、大変

お忙しい中ご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 先月２６日に、九州北部地方もようやく梅雨入りとなりました。 

気象庁の統計がある１９５１年以降、最も遅い記録で、昨年より２１日も遅い梅雨入

りということでありますが、昨今の気象の変化をみますと、今年も異常気象となるこ

とが十分予想されます。 

    先日も、気象庁から、早めの避難と厳重な警戒を呼びかけられるなどの異例の緊急

会見が行われ、本組合におきましても、厳重な警戒と迅速な災害対応の準備を行って

まいりましたが、幸いにも甚大な被害をもたらす大災害が発生しなかったことには安

堵したところでございます。 

しかしながら、氷川町においては、床下浸水２件の被害があったということで、被害

に遭われました方々には、謹んでお見舞い申し上げる次第でございます。 

    このように、いつ、いかなる時 発生するか分からない災害に、今年も万全を期すべ

く、大雨や台風など 気象状況に十分 注視しながら、また、構成市町や関係機関と連

携・協力しながら、災害対応に備えてまいりたいと考えております。 

 それでは、提案理由の説明の前に、最近の消防本部の動向について、ご報告いたしま

す。  

    先程お配りいたしました平成３０年度版消防年報にも掲載しておりますとおり、平

成３０年１月から１２月までの火災件数は５０件と、２９年の５５件を５件下回って

おります。 

しかしながら、まだまだ火災が多い状況ですので、引き続き様々な媒体を積極的に活

用し、火災予防 広報の強化に取り組んでまいります。 

また、救急件数につきましては７，３９４件と、前年より２０５件増加し、年々増加

傾向にございます。夏の熱中症による救急搬送など、今後も増加が予想されますこと

から、引き続き、救急業務の強化にも力を入れてまいります。 

  ６月より、熊本労災病院、熊本総合病院の協力を得て、救急隊員の教育を目的とした

派遣型救急ワークステーションの運用を開始しております。 

この派遣型救急ワークステーションは、本日までに２回実施しており、救急救命士を

派遣して実習を実施しながら、医師 同乗の下、病院からの救急出場を行っております。

今後も、各医療機関で、一月に１回若しくは２回の実習を予定しております。 

 最後に、消防表彰 ３件について、ご報告いたします。 
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    まず１件目が、２月１４日に郡築四番町でありました救急事案で、用水路に自転車

ごと転落された４７歳の女性を救出し、応急処置等を施すなど、迅速・的確な救出活

動を行われた功績に対し、３月８日に市内在住の３名の方を表彰しております。 

  ２件目が、３月１３日に古閑中町でありました救急事案で、排水路に誤って転落さ

れた８８歳の女性を救出し、手当てを施すなど、迅速・的確な救出活動を行われた功績

に対し、４月１５日と２２日の両日、市内在住の４名の方を表彰しております。 

 ３件目が、４月１７日に郡築十一番町におきました発生しました建物火災において、

素早い消火活動により、被害を最小限に抑えられた功績に対し、６月２１日に市内在

住の２名の方を表彰しております。 

以上が、最近の消防本部の動向についてでございます。 

それでは、本臨時会に提案しております議案は、専決処分の報告２件、事件議案２

件、条例議案４件であります。 

順次、その概要についてご説明いたします。 

 まず、議第４号及び議第５号は、退職手当の事務等で本組合が加入しております熊

本県市町村総合事務組合の規約変更に伴い専決処分したもので、地方自治法第１７９

条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求めるものであります。 

議第６号の財産の取得についは、八代消防署配備の消防ポンプ自動車１台を取得予

定価格３千９９万８千円 で、熊本市の三輝物産株式会社と契約するもので、予定価格

が２千万円を超える財産の取得となりますことから、議会にお諮りするものでござい

ます。 

議第７号の財産の取得については、八代消防署新開分署の災害対応特殊救急自動車

及び高度救命処置用資機材一式を、取得予定価格２千８２７万円で、熊本市の株式会

社ニッケカスタム熊本と契約するものであります。予定価格が２千万円を超える財産

の取得となりますことから、これを議会にお諮りするものでございます。 

 議第８号の八代広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の成立により

まして、時間外労働の上限規制等が導入されたことに伴い、所要の条例の一部を改正

するものであります。 

 議第９号の八代広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例の制定につい

ては、地方公務員法第２６条の５に規定されている自己啓発等休業制度について新た

に制定するものでございます。 

議第１０号の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、消費税

引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料の標準額

が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。 

  最後に、議第１１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、

不正競争防止法等の一部を改正する法律及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する

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の施行に伴い、所要の条

例の一部を改正するものです。 

   以上が各議案の提案理由の説明となります。よろしくご審議のうえ、何とぞご賛同

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（管理者 中村博生君 降壇） 

 

○議長（橋本幸一君） 以上で、提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。 

    質疑ありませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（橋本幸一君） 以上で、質疑を終わり、これより討論を行います。 

    討論ありませんか。 

 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（橋本幸一君） 以上で、討論を終わり、これより採決いたします。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第４号、熊本県市町村総合事務組合規約の変更に係る専決処分の

報告及びその承認について、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は承認することに決しました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第５号、熊本県市町村総合事務組合規約の変更に係る専決処分の

報告及びその承認について、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は承認することに決しました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第６号、消防ポンプ自動車の更新整備に係る財産の取得について、

これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は可決されました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第７号、災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材の更

新に係る財産の取得について、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）  

  

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は可決されました。 
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○議長（橋本幸一君） 議第８号、八代広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第９号、八代広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条

例の制定について、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第１０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、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（橋本幸一君） 議第１１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、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

 （賛成者 挙手）   

 

○議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

－日程第１０－ 

 

○議長（橋本幸一君） 日程第１０、会議録署名議員の指名を行います。 

    会議規則第８５条の規定により、会議録署名議員に成松由紀夫君、西尾正剛君を指

名いたします。 

 

○議長（橋本幸一君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
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○議長（橋本幸一君） 閉会に当たり、管理者から発言の申し出がありますので、これを許

します。 

 

   （管理者 中村博生君 挙手） 

◎管理者（中村博生君） 議長。 

 

○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） 閉会にあたりまして、お礼を兼ねて、ご挨拶を申し上げます。 

本臨時会に提案しました全議案につきましては、原案どおりご賛同いただき、誠にあり

がとうございました。 

  冒頭にもお話しましたが、現在、梅雨時期にございます。 

大雨による災害や今後、台風による災害など、引き続き十分な警戒が必要であります

ので、管内の皆様の安心・安全を確保するため、藤本副管理者と協力し、消防本部並び

に関係機関と連携しながら、更に災害対応への強化に万全を期してまいりたいと存じ

ます。 

    また、平年では、７月中旬には梅雨明けし、本格的に暑い時期を迎えますことから、

熱中症など、体調を崩しやすい季節となります。 

消防本部においては、広報活動による注意喚起を実施してまいりますが、議員の皆様

におかれましても、健康に十分留意していただき、今後とも組合運営にご協力を賜り

ますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

ありがとうございました。 

 

（管理者 中村博生君 降壇） 

 

○議長（橋本幸一君） これをもって、令和元年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会を

閉会いたします。 

 

（午前１１時１６分閉会） 
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１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 令和 元 年 ７ 月 ８ 日 

   

 八代広域行政事務組合議会 議 長 

  同  議 員 

  同  議 員 

 

  

 

（ 橋 本  幸 一 ） 

（ 成 松  由紀夫 ） 

（ 西 尾  正 剛 ） 


