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八代広域行政事務組合議会 令和２年２月定例会会議録 

 

１．招集年月日 令和２年２月１２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（８人） 

１番 増 田 一 喜 君    ３番 百 田   隆 君 

     ４番 橋 本 幸 一 君    ５番 村 川 清 則 君          

７番 山 本 幸 廣 君    ８番 堀   徹 男 君  

９番 西 尾 正 剛 君   １０番 上 田 健 一 君 

  （２）欠席議員（２人）   

２番 成 松 由紀夫 君    ６番 中 村 和 美 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、  同課財政係長 岩村 一穂 君、 

総務課主任  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１号 令和２年度八代広域行政事務組合一般会計予算 

について 

  

１．会議に付した事件 

    １．日程第１ 

    １．日程第２ 
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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） 

開会の前に、成松由紀夫議員それから中村和美議員から公務のための欠席届が 

出ておりますので、お知らせしておきます。 

それでは、これより八代広域行政事務組合議会令和２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１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２１日までの１０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― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２、すなわち、議第１号についてを議題とし、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） 
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  まず初めに、連日報道されております新型コロナウイルスですありますが、今 

もなお世界中に感染者が拡大しております。国内におきましても水際対策が行わ 

れておりますものの、日に日に感染者が発生し、終息には程遠い状況のようであ 

ります。 

 管内での感染者の報告は今のところございませんが、当消防本部といたしまし 

ては、消防庁より示されました新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いのある 

傷病者が発生した場合の消防機関における対応に基づき、保健所や医療機関、八 

代港管理事務所等と密接な情報共有及び連絡体制の構築を行い、適切に対応を行 

ってまいります。 

  それでは、本組合２月定例会へ上程しております議案の提案理由の説明に先立 

ちまして、最近の消防本部の動向について、ご報告をさせていただきます。 

  ２０１９年中の火災・救急の件数でありますが、２０１９年の火災件数は３６ 

件、八代市３１件、氷川町５件で、前年に比べ１４件の減少となりました。火災 

原因の主なものは、焚き火、たばこの順に多い状況でありました。 

  また、今年に入って 1月下旬から２月上旬の短期間に５件の火災が発生してお 

ります。引き続き予防広報活動を強化し、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、救急件数ですありますが７,３９７件の救急出場があり、前年に比べ３件 

の増加でありましたが、年々増加している状況であります。 

なお、搬送人員につきましては６,９１４人と前年に比べ３６人減少しており、 

傷病の種別を見ますと急病や一般負傷が多い状況でありました。 

  救急業務は、直接人命に関わる業務であり、今後も救急需要の増加は避けては 

通れない問題である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２件についてご報告いたします。 

  まず１件目が、昨年１０月３１日に八代市坂本町で発生しました救急事案で、 

誤って川へ転落し、骨折して動けなくなっていた８６歳女性を発見し、背負って 

自宅まで運ばれ、知人の方とともに救急隊の到着まで介抱されたもので、その功 

績に対し昨年１２月３日にお二人の方を消防長表彰として表彰いたしました。 

  ２件目が、交通事故における車両からの救出訓練用として、平成２９年から毎 

年無償で車両を提供され、隊員の救助技術向上に大きく貢献いただいたもので、 

その功績に対し本年１月２１日に鏡町の企業１社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を申し上げたいと思います。 

 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、各１台を整備いたし 

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、 

改めて感謝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、職員一丸となって業務を遂行していきたいと考えておりますので、ご協力を 

お願い申し上げます。 

以上、消防本部の動向について報告させていただきました。 

  引き続きまして、提案理由の説明をいたします。 
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  議第１号の令和２年度八代広域行政事務組合一般会計予算につきましては、組 

合運営の財源の大半が八代市・氷川町の負担金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り組み等も参考にしながら、併せて本組合の 

事務事業についても評価・点検を十分に行い、次年度の予算編成を行なっており 

ます。 

  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鏡消防署配備の消防ポンプ自動車、及び鏡消防署泉分 

署配備の高規格救急自動車、それぞれの買替え整備、消防資機材整備事業といた 

しまして、山岳救助及び災害対応資機材並びに無人航空機の拡充整備、水難救助 

資機材や空気呼吸器等の整備、救急高度化推進事業といたしまして、第５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・更 

新及び応急手当普及啓発活動の推進、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、各種研修及び講習の受講 

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。  

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。よろしくお願いいたします。 

 

        （消防長「川田護君」挙手） 

 

◎消防長（川田護君） 議長。 

 

〇議長（橋本幸一君） 消防長、川田護君。 

 

         （消防長 川田護君 登壇） 

 

◎川田消防長 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１号・令和２年度八代広域行政事 

務組合一般会計予算について、ご説明いたします。 

  お手許の予算書の３ページをお開き下さい。第１条第１項において歳入歳出予 

算の総額は歳入歳出それぞれ２１億６６１０万円と定めております。第２条では 

地方債について、第３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４条では歳出予算の流用について定めております。 

４、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、後ろに 

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いたします。 

   ６ページをお開き下さい。第２表・地方債につきましては、消防施設整備事業 

の限度額を５６９０万円としております。 

  それでは予算に関する説明をいたします。 

  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 
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始め、議会運営費としまして１０２万１０００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４２９４万２０００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１０・需用費１７７６万１０００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、プール循環設備改修や本部副訓練棟の改修など、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２４・積立金１００６万４０００円は庁舎建設基金への積立１０００万円と 

各基金の利子分の積立てでございます。 

  １６ページをお開きください。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１万８０００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、１７億８２４２万１０００円を 

計上しております。主な内容としましては消防職員２１７人及び再任用職員１３ 

人分の人件費、すなわち給料、職員手当等、共済費合せまして１６億１９９６万 

５０００円でございます。 

  １７ページをお願いします。節１０・需用費４６２１万２０００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１１・役務費１２７３万９０００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１２・委託料３２０５万３０００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１３・使用料及び賃借料２１４９万８０００ 

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１７・備品購入費３１４３万４０００円は、職員の貸与被服費、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６５１１万８０００円を計上しております。主な 

内容としまして、節１７の備品購入費６３５０万円は、消防力の充実強化のため 

鏡消防署の消防ポンプ自動車、泉分署の高規格救急自動車の買換え整備に伴う経 

費でございます。 

  １９ページをお願いします。目３の特別防災費では１億７３１９万９０００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人分の人件費、 

 すなわち給料、職員手当等、共済費合わせまして１億６４６９万１０００円でご 

ざいます。 

  節８・旅費から２０ページの節２６・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。 

  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設定し１千円を計上しております。 

  款５・公債費では９７３８万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９３４６万５０００円 
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及び利子の償還分３９１万５０００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いたします。 

 １０ページをお開き下さい。２・歳入ですが、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２０億６５５４万９０００円を計上しており、 

予算総額の約９５パーセントを占めております。 

  款２・使用料及び手数において項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１４万８０００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３７７万１０００円を計上しております。 

  １１ページをお願いします。款３・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売機設置料等として９６万５０００円、目２・利子 

及び配当金は職員退職手当基金等の利子６万４０００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１９万５０００円を計上し 

ております。款４・繰越金の目１・繰越金では２５００万円を計上しております。 

  １２ページをお開きください。款５・諸収入においては、項１、目１・組合預 

金利子では５０００円を計上し、項２、目１・雑入１３５０万３０００円の主な 

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。款６・組合債の項１・組合債、目１・消防債５６９０万円は、消防ポンプ 

自動車及び高規格救急自動車の整備に伴う消防債でございます。 

  １３ページをお願いします。令和２年度、国庫補助金対象事業はございません。 

  以上で歳入の説明を終わり、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、令和２年度以降の支出予定額は、増税分の債務負 

担行為と合算し、財務会計システムリース経費が６１６万３０００円、人事給与 

システムリース経費が７９万２０００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、令和２年度末現在高見込み額の 

合計は８億３９１２万５０００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、令和２年度担金合計は八代 

  市が１８億３３７０万９０００円、氷川町が２億３１８４万円で、合計で２０億 

６５５４万９０００円でございます。 

  以上で、議第１号・令和２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。 

 

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１３日から２月２０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。 
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（「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２０日までは休会とし、次の会議は２月２１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） 


