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平成２６年２月砺波地域消防組合議会定例会会議録 

１．議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３  議会運営委員会の補欠委員選任 

 第４  議案第１号 平成２６年度砺波地域消防組合一般会計予算 

  議案第２号 平成２６年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の 

分担金の額について 

  議案第３号 平成２５年度砺波地域消防組合一般会計補正予算（第３号） 

  議案第４号 工事請負契約の締結について 

  議案第５号 砺波地域消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例の制 

            定について 

  議案第６号 砺波地域消防組合火災予防条例の一部改正について 

  議案第７号 砺波地域消防組合手数料徴収条例の一部改正について 

  議案第８号 富山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少 

              及び規約の変更について 

 議案第９号 富山県町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び 

規約の変更について 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（提案理由説明、一般質問・質疑、討論、採決） 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 追加日程 副議長辞職の件 

 追加日程 副議長の選挙 

 追加日程 議長辞職の件 

 追加日程 議長の選挙 

 日程第３ 議会運営委員会の補欠委員選任について 

 日程第４ 議案第１号 平成２６年度砺波地域消防組合一般会計予算 

   議案第２号 平成２６年度砺波地域消防組合歳入予算における構成 

    市の分担金の額について 

 議案第３号 平成２５年度砺波地域消防組合一般会計補正予算（第３号） 

 議案第４号 工事請負契約の締結について 

   議案第５号 砺波地域消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例 

    の制定について 
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   議案第６号 砺波地域消防組合火災予防条例の一部改正について 

   議案第７号 砺波地域消防組合手数料徴収条例の一部改正について 

   議案第８号 富山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の 

    減少及び規約の変更について 

   議案第９号 富山県町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少 

    及び規約の変更について 

   報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

   （提案理由説明、一般質問・質疑、討論、採決） 

 追加日程 議案第10号 砺波地域消防組合監査委員の選任について 

   （提案理由説明、採決） 

１．開議及び閉議の日時 

２月２１日  午後 ２時００分  開議 

２月２１日  午後 ４時０３分  閉議 

１．出席議員（１１名） 

１番  （欠 員） ２番 石 田 義 弘 君 

３番 今 藤 久 之 君 ４番 山 田   勉 君 

５番 井 上 五三男 君 ６番 石 崎 俊 彦 君 

７番 浅 田 裕 二 君 ８番 片 岸   博 君 

９番 中 村 重 樹 君  １０番 沼 田 信 良 君 

１１番 江 守 俊 光 君     １２番 山 森 文 夫 君 

１．欠席議員 （なし） 

１．説明のため議場に出席した者の職・氏名 

   管 理 者 夏 野   修 君 副管理者 桜 井 森 夫 君 

副管理者 田 中 幹 夫 君 監査委員 堀   秋 博 君 

会計管理者 黒 河 修 光 君 消 防 長 宮 本 博 之 君 

  次  長 坂 井 晋 輔 君 次  長 鍋 田 忠 夫 君 

総務課長 間ケ数 昌 浩 君     予防課長  堂 田   保 君  

警防課長 稲 見   毅 君      砺波消防署長 佐 野 博 之 君 

小矢部消防署長 吉 田   亨 君   南砺消防署長 柄 崎 哲 夫 君 

１．職務のため議場に出席した事務局職員 

企画管財係長 水 上 和 成 
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１．会議の経過 

   午後 ２時００分 開議 

開 会・開 議 

○議長（片岸 博君） 本日の会議に入ります前に、皆さん方にお断り申し上げます。各報

道機関が取材に参っております。本定例会の取材を許可いたしましたので、ご了承を頂きた

いと思います。 

 開会に先立ちまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。今日は本当に好天の中、春らしい天

気がいよいよ訪れる中で、本日２月の定例会のご案内を差し上げましたところ、議員各位に

おかれましては、島田議員の欠員はございますが、全員の皆様のご出席を賜り誠にありがと

うございます。また、夏野管理者以下当局の皆さんもお揃いで出席賜りましたことを、深く

感謝申し上げ会議に臨みたいと思います。よろしくお願いいたします。 

開議に入る前に、去る２月１４日に、当組合議会議員島田一朗君がお亡くなりになりまし

た。謹んで哀悼の意を表するため黙祷を捧げたいというふうに思いますので、皆さまのご起

立をお願いいたします。 

黙祷。 

〔黙祷〕 

○議長（片岸 博君） お直りください。ご着席をお願いいたします。 

それでは、次に、報告をいたします。議会運営委員会が２月１０日及び、本日先ほど開催

され、本日の日程等について協議されております。なお、議会運営委員であります江守俊光

君、石崎俊彦君から辞任届が提出され、議会運営委員会条例の規定に基づき許可いたしまし

たのでご報告申し上げます。 

協議結果について、議会運営委員長から報告をいただきます。 

議会運営委員長 中村重樹君 

〔議会運営委員長 中村重樹君 登壇〕 

○９番（中村重樹君） 本日の定例会招集に先立ちまして、去る２月１０日と本日先ほど、

砺波地域消防組合消防本部庁舎において議会運営委員会を開催し、定例会の運営などについ

て協議いたしました。その内容について、簡単にご報告いたします。 

本定例会の日程は、お手元に配布のとおりでございますが、まず、議長において、会議録

署名議員の指名を行います。次に、会期を本日１日と決定いたします。次に、議会運営委員

会の補欠委員の選任につきまして、議長が指名を行います。その後、管理者から本日提案さ

れております議案の提案理由の説明があります。その後、休憩に入り、議会運営委員会を開

催、終了後、全員協議会を開催し、提出議案の説明及び各種案件の報告を受けます。再開後、
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一般質問並びに上程議案に対する質疑・討論を行い、終了後、議案第１号から議案第９号ま

で、及び報告第１号につきまして、順次、採決を行います。この後、管理者から議案第１０

号の監査委員の選任について追加提案の説明があった後、質疑、討論を省略し、採決を行い

ます。以上で全日程を終了し、閉会することになっております。 

以上、議会運営委員会の報告といたします。 

○議長（片岸 博君） ただ今の出席議員は１１名であります。定足数に達しておりますの

で、これより、平成２６年２月砺波地域消防組合議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を

開きます。 

日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

地方自治法第１２１条の規定に基づき、夏野管理者ほか関係者の出席を求めてあります。 

次に、お手元に配付のとおり、監査委員より地方自治法第２３５条の２第３項の規定によ

り、例月出納検査の報告を受けておりますので、ご確認をお願いいたします。 

これで諸般の報告を終わります。 

日程第１ 

会議録署名議員の指名 

○議長（片岸 博君） これより、本日の日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第９８条の規

定により、議長において７番 浅田裕二君、９番 中村重樹君を指名いたします。 

日程第２ 

会期の決定 

○議長（片岸 博君） 次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本２月定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日と決定

いたしました。 

この際、暫時休憩いたします。 

 午後 ２時０９分 休憩 

〔副議長 井上五三男君 退場〕 
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 午後 ２時１０分 再開 

○議長（片岸 博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（副議長の辞職） 

○議長（片岸 博君） 休憩中に、副議長 井上五三男君から副議長の辞職願が提出されて

おります。 

お諮りいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと

思います。 

これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を本日の日程に追

加し、直ちに議題といたします。職員に副議長の辞職願を朗読させます。 

○事務局（水上和成君） 辞職願。一身上の都合により、砺波地域消防組合議会副議長の職

を辞したいので許可されるよう願い出ます。平成２６年２月２１日、井上五三男。 

○議長（片岸 博君） お諮りいたします。副議長 井上五三男君の辞職を許可することに、

ご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、井上五三男君の副議長の辞職を許

可することに決しました。 

〔５番 井上五三男君 入場〕 

○議長（片岸 博君） ただいま、井上五三男君から発言を求めておられますので、これを

許可します。 

５番 井上五三男君。 

〔５番 井上五三男君 登壇〕 

○５番（井上五三男君） 副議長のわずかの期間でございましたが、その間には、呉西地区

５市の消防緊急指令事務の共同運用ということで、このようなことができましたことは、よ

いことであったと思っております。そしてまた、この後、南砺市におきましては新しい署所、

また小矢部市におきましても新しい署所ということで、大変難しい時代に入ってくると思い
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ますが、是非ひとつ安心安全のために、地域の皆さんのためにも、一議員として頑張ってい

きたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします。どうもありがとうございま

した。（拍手） 

（副議長の選挙） 

○議長（片岸 博君） ただいま、副議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、直

ちに選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

により行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によるこ

とに決しました。 

お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することといたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、指名の方法は、議長において指名

することに決しました。 

砺波地域消防組合議会副議長に、沼田信良君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま、議長において指名いたしました沼田信良君を砺波地域消防

組合議会副議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（片岸 博君） ご異議なしと認めます。よって、沼田信良君が副議長に当選されま

した。 

ただいま副議長に当選されました、沼田信良君が議場におられますので、本席から会議規

則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

副議長に当選されました沼田信良君から、当選承諾及び就任のご挨拶をいただきたく、ご

登壇をお願いいたします。 
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〔副議長 沼田信良君 登壇〕 

○副議長（沼田信良君） ただいま、副議長に選任をいただきました、沼田信良でございま

す。まことにありがとうございます。もとより浅学非才でございますが、議長の補佐役とし

て頑張っていきたいと考えております。 

なにとぞ、議員各位並びに当局のご指導ご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げまして、

就任のご挨拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（片岸 博君） それではこの際、暫時休憩をいたします。 

午後 ２時１６分 休憩 

〔議長 片岸 博君 退場〕 

午後 ２時１７分 再開 

 〔副議長 沼田信良君 議長席に着席〕 

○副議長（沼田信良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（議長の辞職） 

○副議長（沼田信良君） ただいま議長 片岸 博君から議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。議長辞職の件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を本日の日程に追

加し、議題といたします。職員に議長の辞職願を朗読させます。 

○事務局（水上和成君） 辞職願。一身上の都合により、砺波地域消防組合議会議長の職を

辞したいので許可されるよう願い出ます。平成２６年２月２１日、片岸 博。 

○副議長（沼田信良君） お諮りいたします。議長 片岸 博君の辞職を許可することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、片岸 博君の議長の辞職を許可
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することに決定いたしました。 

〔８番 片岸 博君 入場〕 

○副議長（沼田信良君） ただいま、片岸博君から発言を求めておられますので、これを許

可します。 

８番 片岸 博君。 

〔８番 片岸 博君 登壇〕 

○８番（片岸 博君） ひとことご挨拶をいたします。議員各位から本当に熱いご支援と推

挙を賜りまして、議長に就任させていただきまして、はや１年が経過をいたしました。この

間、消防行政では、消防署所の再編がいよいよ軌道に乗り、状況にも変化が見られておりま

す。そしてまた、通信におきましても高岡市消防本部を中心とした広域通信がいよいよスタ

ートしております。消防議会の中、消防行政の中にも、大きな変革の時期に来ておると思っ

ております。これらのことが、みなさんのご支援の下、大過なく済ませていただけましたこ

とを本当に深く感謝申し上げます。これからも、新議長を中心にされまして、砺波地域消防

組合議会、そしてまた、組合がますます活発に発展されることをご祈念申し上げて、退任の

ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

（議長の選挙） 

○副議長（沼田信良君） ただいま、議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いま

す。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、直

ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選による

ことに決しました。 

お諮りいたします。指名の方法は、副議長において指名することといたしたいと思います。

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〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに

決しました。 

砺波地域消防組合議会議長に、江守俊光君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま、副議長において指名しました、江守俊光君を砺波地域消防

組合議会議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（沼田信良君） ご異議なしと認めます。よって、江守俊光君が議長に当選されま

した。ただいま議長に当選されました、江守俊光君が議場におられますので、本席から会議

規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

議長に当選されました、江守俊光君から当選承諾及び就任のご挨拶をいただきたく、ご登

壇をお願いいたします。 

〔議長 江守俊光君 登壇〕 

○議長（江守俊光君） ひとことご挨拶を申し上げます。ただいまは、議員各位のご支持を

得て、図らずも議長に就任させていただきました。誠に感謝申し上げます。誠に光栄であり

ますとともに、責任の重大さを痛感しております。 

もとより、浅学非才の身ではございますが、議員のみなさまのご理解とご指示により、市

民の身体、生命、財産を守る砺波地域消防組合のために、職務を全うする思いであります。

どうかみなさま方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

○副議長（沼田信良君） これをもちまして議長席を交代いたします。 

〔副議長 沼田信良君 自席へ、議長 江守俊光君 議長席へ〕 

日程第３ 

議会運営委員会の補欠委員選任について 

○議長（江守俊光君） それでは、日程に従い議事を進めます。  

日程第３ 議会運営委員会の補欠委員選任について、を議題といたします。 

お諮りします。欠員となっています議会運営委員の選任につきましては、議会運営委員会

条例第４条の規定により、井上五三男君、山田勉君を指名いたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江守俊光君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

日程第４ 

議案第１号から議案第９号及び報告第１号 

○議長（江守俊光君） 日程第４ 議案第１号から議案第９号まで、平成２６年度砺波地域

消防組合一般会計予算ほか８件について及び、報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついてを一括議題といたします。 

（提案理由の説明） 

○議長（江守俊光君） 提案理由の説明を求めます。 

管理者 夏野 修君。 

〔管理者 夏野 修君 登壇〕 

○管理者（夏野 修君） 本日、平成２６年２月砺波地域消防組合議会定例会を招集いたし

ましたところ、議員各位には、ご出席をいただき厚くお礼申し上げます。 

ときに、２月１４日夕刻、島田一朗議員の突然の訃報に接し、驚きと悲しみを禁じ得ない

ところであります。ここに島田議員のご遺徳を偲び、哀悼の意を表します。 

さて、今ほどは、議長及び副議長選挙によりまして、当組合議会議長に、江守俊光氏、副

議長に、沼田信良氏がそれぞれご就任されました。両氏には、衷心よりお祝いを申し上げま

すとともに、円滑な議会運営に向けご尽力いただきますようお願い申し上げます。 

また、議員各位には砺波地域の安寧秩序保持のため、お力添えをいただきますようよろし

くお願いを申し上げます。 

さて、消防広域化をいたしまして４年目となる平成２６年度は、署所再編に伴う署所建設

事業が本格化する年となります。一方で、本年１月から本運用を開始した消防指令事務の共

同運用につきましては、２か月を経過いたしますが、幸い大きなトラブルもなく順調な移行

ができており、最も近い消防署所の車両が出動することにより区域内外を問わず現場到着時

間が短縮するなど、期待した成果もあがっているところであります。また、本年度補正予算

の議決をいただきました消防救急デジタル無線整備事業につきましては、平成２７年度に整

備を予定しております猫池を除く基地局及びデジタル無線機器の整備を、平成２７年３月運

用開始を目途として引き続き実施してまいります。 

これらの整備を通じ、災害形態の多様化・大規模化、少子高齢化等に伴う救急事案の増大

に的確に対応できる体制が構築され、県西部地域における消防力の向上がさらに図れるもの
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と確信いたしているところであります。 

それでは、ただいま提出いたしました議案について、ご説明申し上げます。 

議案第１号 平成２６年度砺波地域消防組合一般会計予算についてでありますが、構成市

からの分担金が歳入の大きな割合を占めることから、事業実施に当たっては、有利な財源活

用を念頭に経常的経費及び臨時的経費の精査を十分行い、歳入歳出予算の総額を２１億１，

７６０万９千円と、本年度より２億１，２７７万８千円の減額、対前年度比９.１％の減とい

たしたところであります。 

次に、議案第２号 平成２６年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担金の額

についてでありますが、消防費基準財政需要額割で積算しました共通分担金と、高速道路救

急業務支弁金や公債費償還等の特別分担金を併せて構成市の分担金とさせていただき、砺波

市には５億９，３６３万３千円を、小矢部市には４億３，９１８万８千円を、南砺市には１

０億１，７３５万円をお願いしようとするものであります。 

議案第３号は、平成２５年度砺波地域消防組合一般会計補正予算第３号であります。これ

は、消防救急デジタル無線設備等共同整備事業ほか４事業の完了が翌年度にわたる見込みの

ため、繰越明許費を追加するものであります。 

議案第４号は、（仮称）南砺消防署ほか新築（建築主体）工事に係る工事請負契約を締結す

るため、法令の定めるところにより議会の議決を求めるものであります。 

議案第５号は、消防組織法第１５条の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な資

格要件を条例で定めることとされたことに伴う条例の制定等であります。 

議案第６号は、消防法施行令の一部を改正する政令の規定に基づき、新たに「住宅用防災

警報器」が検定対象機械器具等に追加されたことに伴い、砺波地域消防組合火災予防条例の

引用条項を改正するものであります。 

議案第７号は、消費税及び地方消費税の税率の引上げ等により、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令に規定する手数料の額の標準が改定されたことに伴い、危険物に関する申

請の手数料について増額改定を行うため、手数料の額を記載した別表を改正するものであり

ます。 

議案第８号及び議案第９号は、富山地域衛生組合が平成２６年３月３１日付けで解散し、

富山県市町村総合事務組合及び富山県町村公平委員会から脱退することに伴い、それぞれ組

織する地方公共団体の数を１減らすとともに、それぞれの規約を変更するものであります。 

報告第１号は、専決処分の承認についてであります。これは、人事院勧告に基づいた構成

市の取扱いに準じ、当組合の５５歳以上の職員について昇給を原則停止するため、砺波地域

消防組合職員の給与に関する条例の一部改正を平成２５年１２月２７日付けで専決処分をし

たことについて承認を求めるものであります。 

以上、本日提出いたしました議案の説明といたします。何とぞ、慎重にご審議のうえ、可

決、承認をいただきますようお願い申し上げます。 
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○議長（江守俊光君） この際、暫時休憩をいたします。 

午後 ２時３４分 休憩 

 議会運営委員会 

全員協議会 

午後 ３時３０分 再開 

○議長（江守俊光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（議会運営委員会、正・副委員長の互選結果報告） 

○議長（江守俊光君） まず、議会運営委員会委員長、副委員長の互選結果を報告いたしま

す。議会運営委員会において互選の結果、委員長に浅田裕二君、副委員長に石田義弘君が当

選されました。ご報告いたします。 

提出議案に対する質疑（一般質問） 

○議長（江守俊光君） それでは、これより一般質問並びに提出案件に対する質疑に入りま

す。 

通告により、発言を許します。 

３番 今藤久之君。 

〔３番 今藤久之君 登壇〕 

○３番（今藤久之君） 質問に先立ちまして一言申し上げます。先ほど来、管理者そして議

長さんからもお話がありましたように、小矢部市選出の島田議員さんがご逝去されました。

心からお悔やみを申し上げ、また、ご冥福をお祈りいたします。 

さて、発言の許可をいただきましたので、質問通告に従い、以下質問を行います。 

 最初は消防通信指令共同運用の開始についてです。 

 消防通信指令事務の共同運用が、昨年１２月からの１ヶ月間に及ぶ試験運用を経て、本年

１月からは高岡市消防本部内の県西部指令センターで本格運用が開始されております。 

 これまでは、各消防本部が消防緊急通信指令システムを、それぞれが単独で整備し、運用

する事が原則とされてきました。 

 砺波地域消防組合消防本部の消防緊急通信指令システムは、砺波広域圏事務組合消防本部

時代の平成１１年４月に整備され、７年経過後の平成１８年に更新予定でありましたが、多

額の整備費と維持管理費を要すること等から、コンピューター系のみの更新を行い昨年まで

運用されていました。 
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 平成２２年度には、固定電話や携帯電話が発信した場所を特定し表示する「統合型位置情

報システム」が導入されておりますが、システムの装置・コンピューター系に不具合が生じ

ることもあり、更新の必要性が高まっていたものです。 

 一方国においては、無線局の秩序維持や、限りある周波数の有効利用などの観点から電波

法関係審査基準で、平成２８年５月末までに消防救急無線のデジタル方式への移行が決定さ

れました。 

 消防庁の諮問機関である「消防の広域化を踏まえた消防のあり方検討会」では、デジタル

消防救急無線整備に係る費用の低廉化や、広域災害への対応の観点から、平成２２年３月に

「消防指令事務の共同運用」と「消防救急無線システムの整備」という方針が打ち出されま

した。 

 このことを受け、砺波地域消防組合としては、県西部で通信指令事務の共同整備をするこ

とにより、地域消防力の向上に大きな効果が期待できることから、当消防組合から高岡市へ

共同運用を申し入れ、今日に至ったものとお聞きしております。 

 さて、県西部指令センターの試験運用から、本運用へと３ヶ月弱経過しておりますが、高

岡市境にお住まいの方から「救急車を呼んだところ、思ったより早く救急車が来てくれた。

よくみたら、高岡の救急車だった。」であるとか「交通事故の現場に高岡の消防車も来ていた。」

などと耳にしており、この共同運用が住民サービスの向上に大いに貢献していると感じてい

るところです。 

そこで、通信指令事務の共同運用に関連し、まず救急事案について質問をさせていただき

ます。 

 救急車は「直近選別出動」ということで、１１９番通報をした時、その発信場所に最も近

くにいる救急車が対応すると聞いており、大変ありがたいことだと感じておりますが、もし、

高岡市から救急車が出動して来た場合に、高岡市の病院へ搬送されるのではないかと、特に

隣接市の住民にとっては不安のあるところです。 

 そこでまず、高岡市消防本部と砺波地域消防組合消防本部での病院搬送について、どの様

になっているのかお聞かせください。 

 また、砺波地域消防組合構成市・氷見市・高岡市合計５市の通信指令事務を県西部指令セ

ンターで全ての１１９番通報を受けることとなりましたが、当消防組合消防本部職員の配置

について、どの様に対応しており、どの程度の効率化が図られたのかについても併せてお聞

かせ願います。 

 更に、先程も申し上げましたが、平成２８年５月末までにデジタル無線を整備しなければ

ならないことから、既に電波の伝搬調査等も終え、無線施設について決定されているものと

思われます。 

 当消防組合には山間地帯も多くあり、無線の不感地帯全てを解消することは非常に困難で

あると考えられ、災害時の対応が危惧されるものです。 

 これらを踏まえ、不感地帯の災害時対応と、消防指令事務共同運用による単独整備と共同
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整備を比較した費用対効果について、ご答弁をいただきたいと思います。 

 大きい項目の二つ目、南砺市に整備される再編署所及び小矢部市に整備される津沢出張所

の整備についておたずねいたします。 

 小矢部市・南砺市におかれましては、建設予定地の取得にお骨折りを頂いておりますこと

を感謝申し上げます。 

 さて、いよいよ建設に向け本格的に始動する訳ですが、署所１は平成２７年度の運用開始

を、署所２と津沢出張所は２８年度の運用開始を目指しているとのことであります。 

 今程、全員協議会でも説明のあったものですが、今後の具体的な整備スケジュールについ

てお伺いするものです。 

 建設資材費や人件費の高騰などにより、全国的に入札不調が多発する中、公共事業におけ

る予定価格と実勢価格との乖離が問題となっており、公共事業における入札問題についても

気になるところです。ひとたび、入札不調が発生すると、再編スケジュール全体にも影響を

与えかねません。以上を踏まえ、具体的な整備スケジュールと展望についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 また、署所１の担当エリアは、南砺市のみということから、建設等の整備経費は南砺市の

全額負担とのことですが、署所２の担当エリアにあっては、砺波市と南砺市を跨ぎ、津沢出

張所にあっては、構成３市を跨ぐとのことから、整備等の経費負担割合をどの様に考えてお

られるのか。更には、現在署所１及び署所２と表現しているそれぞれの施設名称を、今後ど

の様になさるつもりであるのかをお伺いし、質問を終えさせていただきます。 

○議長（江守俊光君） 答弁を求めます。 

 管理者 夏野 修君。 

〔管理者 夏野 修君 登壇〕 

○管理者（夏野 修君） 今藤議員の多岐にわたります詳細なご質問にお答えいたします。 

まず、１つ目の消防通信指令共同運用開始による現状と課題についてのうち、１点目の市

境等の救急搬送先についてお答えします。 

県内におきます救急事案は、平成２５年３月に富山県が示しております「傷病者の搬送及

び受け入れの実施に関する基準」というものに沿って、傷病者の疾病や負傷が重篤な場合な

ど、特別な事案を除きまして、原則として、要請現場の医療圏内の病院へ搬送することにな

っております。 

共同運用開始後の救急搬送につきまして、１月末までの約６０日間で、高岡市消防本部か

らは２６件の応援出動を受けており、そのうち２１件が病院へ搬送されております。その中

で重篤な患者に対し、高度な診療を行なえる３次医療機関への収容対象でありました交通事

故の２件を除きまして、すべてを砺波市又は小矢部市の病院へ搬送しております。 

また、当消防本部から高岡市へ出動いたしました１０件につきましても、すべて高岡市の



- 15 -

病院に搬送しておりまして、今後も県の搬送基準が運用されまして、特別な救急事案でない

限り、それぞれの消防本部内にある病院に搬送されることとなります。ですから先ほどから

の例にありましたように、例えば東石丸に高岡市の救急車が来まして、傷病者を乗せた場合、

高岡市に戻るのではなくて砺波のほうの病院に来るということになります。たまたま救急車

が高岡の救急車ということであります。 

次に、共同運用開始に伴う職員配置についてでありますが、共同運用開始以前の通信指令

課は、通信員１２名で３交替体制の勤務をしておりました。消防指令事務協議会に於きまし

て、県西部指令センターを２交替体の勤務としておりまして、当消防本部からは、８名が勤

務するということになりました。その結果を受けまして、昨年の１０月１日付けで通信指令

課というものがあったわけですが、警防課というところへ統合いたしまして、まず１２名の

内１０名をこの本消防本部内ですが、通信指令業務と共同運用への移行準備の事務に従事さ

せました。２名は、第一線の消防署に配置換えをしたということであります。 

その後、仮運用を開始いたしました１２月２日のからは、先ほどの準備にかかっていた１

０名の内、８名を県西部の指令センターの方に出しまして、残る２名は、この本部内でこち

らでも通信指令の事務がありますのでその事務と、統計等の総務的な事務も含めてやるとい

うことにしております。ですから、２名が完全に一線署に行って、８名が高岡に行って、あ

と２名が、本部勤務であるということであります。共同運用の実施によりまして、通信指令

に係る一部を、先ほど申しました現場戦力に振り向けることができまして、通信指令事務の

効率化と併せて消防力の強化が、同時に図れたものと考えております。 

次に、３点目の消防無線の不感地帯の災害対応と消防指令事務共同運用による単独整備と

共同整備を比較した場合の費用対効果についてお答えいたします。 

今藤議員ご指摘のとおり、当組合の管内は山間部が多く電波が届き難い地帯もございます

ことから、南砺市上平地域のタカンボー基地局と利賀地域の猫池基地局に無線施設を計画し

ておりまして、不感地帯の解消に努めるということにしております。しかしながら、全ての

地域を網羅するには、まだ複数個所に基地局を建設しなければならず、多額の経費を要する

ことから、不感地帯では、災害現場と県西部消防指令センターが交信できる基地局の補完的

な設備として、車載型の単信中継無線装置を積載いたしました無線指揮車を整備いたしまし

て、迅速な現場活動が展開できる体制を考えております。 

 次に、通信指令の単独整備と共同整備を比較した場合の費用対効果について、でございま

すが、平成２４年５月の積算では、１３年経ちましたこちらの通信指令システムを単独でも

し更新整備した場合では、概ね５億９，５００万円の整備費が必要と見積もられております。

一方、今回、通信指令の共同運用によりまして負担いたします整備費は、３億２，３００万

円であることから、単独整備に比べますと半分ちょっとで済んだということでございます。

一方、また出動の費用面におきましても、先ほど申し上げましたように高岡市からの応援出

動件数が砺波から高岡市に応援へ行く件数よりも多い、高岡から来ていただく方が多いとい

うことですので、そういう点でも経費的なメリットもあるということで、全体としましては、
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市民の安全安心の向上には大きな効果が出たんではないかと思っております。 

次に、大きな２つめのご質問でございます。南砺市署所再編と津沢出張所の整備の関係で

ございますが、まず、南砺市の署所１につきましては、今回の定例会に工事請負契約の締結

と繰越明許費を提案しているところでございます。来年３月の完成、４月からの運用開始を

目指しております。 

また、署所２及び津沢出張所につきましては、議員のご紹介のとおり、現在、南砺市及び

小矢部市において、年度内を目途として建設用地取得の交渉に当っていただいております。 

新年度におきまして、建設用地の地質調査を行います一方、署所１のレイアウトをベースに

検討した庁舎平面計画図を基本にして、実施設計を発注したいというふうに考えております。 

この実施設計により積算した建築費の予算につきましては、年内を目途に補正予算を議会

に提案し、署所１と同様に来年の２月定例会において工事請負契約の締結の承認をいただい

たうえで工事に着手し、平成２８年度の運用開始というものを目指してまいります。 

議員ご指摘のとおり、建設資材費や労務単価の上昇などによる入札不調の事例が全国的に

も県内でも増加しており、署所１の発注に当たっては、最新の建設物価や建築コスト情報に

よるほか、それ以外の資材は見積もりを徴収するなどして、きめ細かに適切な実勢価格の反

映に努めたところでございます。今後予定される署所２及び津沢出張所などの積算に当りま

しても、国土交通省それから富山県の情報ですとか、市場の実勢価格の適切な把握に努めま

して、実施設計に当たっていきたいと考えております。 

次に、組合構成市を跨ぐ署所・出張所の経費負担と施設名称についてであります。署所２

の担当区域は砺波市と南砺市の２市、それから津沢出張所は構成３市すべてに跨っておりま

す。消防庁が定める消防力の整備指針による延焼阻止の条件というものから、砺波地域の地

理条件と道路事情を考慮いたしまして、第1次出動区域は、車両速度と放水準備時間の６分半

で到達できる５キロメートルの円を描いて、その円内に属する集落に居住する人口に応じて

按分することにしております。ただし、円が重なる地域は、重なった円の二つの交点を結び

ました直線を分界線とし、集落全体の位置関係により、面積の大きい側に含めることといた

しまして、構成３市の協議で決定したところでございます。 

次に、施設の名称について、でございますが、署所１につきましては、平成２０年度に我々

の消防組合の前身であります、砺波広域圏事務組合の消防の部分でありますが、「消防本部及

び消防署の設置等に関する条例」というものを持っておりまして、１市１署とすることが規

定されております。平成２３年に現在の砺波地域消防組合となった後もこれが継承されてお

ると思っております。また、現南砺消防署を中心とした再編署所でございますので、南砺市

の防災センターと防災備蓄倉庫も併設されるということからも、南砺市の基幹署として位置

づけられるものというふうに考えられております。 

以上のことから、現在、（仮称）南砺消防署ほか新築工事として発注しておるところでござ

いますが、仮称を取りそのまま「南砺消防署」ということで施設の名称とする方向で良いの

ではないかというふうに考えております。 
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一方、署所２でありますが、先ほど申し上げました条例の基本方針に照らしますと、基幹

署ではありませんので、消防署という名称は使えないということになります。その一方で施

設の規模それから配置予定人数は、署所１に準じるものでございます。他方、また出張所と

するのにも規模も大きいものですから、適当でないと思われます。これらの中間的規模のも

のとして、他の消防本部との例ではですね、「分署」という名前が多く使われておりますので、

そういった例も参考にしながら、検討してまいりたいというふうに思っております。 

また、第１次の出動区域が井波、それから庄川、福野の地域に跨るということで、地域名

称を入れることもあるかと思いますが、どの順番で入れるのか、それから３つも一遍に言う

と消防のいざという時に、たいへん呼び名が長くなってしまいまして、零点何秒損するかも

しれませんので、そういった呼び名が長くなるなど問題も生じてくるというふうに思います。 

 いずれにしてもですね、今ほど申し上げましたいろんなことにつきまして、今後、構成市、

それから消防団など関係機関のご意見をお聞きしながら検討してまいりたいと考えておりま

すのでご理解をいただきたいと思います。 

なお、津沢出張所につきましては、既存の市街地で小矢部市消防団津沢分団の屯所も併設

するという予定であります。現在の津沢出張所の名称を引き続き施設の名称とするというこ

ことで、そいう言う点でも差支えないのではないかというふうに考えております 

これら施設整備に加えまして、消防救急無線デジタル化の移行の対応にあたりまして、今

申し上げただけでも、大変な費用が掛かるということでございます。今後とも、構成市を含

め厳しい財政状況の中で、更なる効率的な財政運営と消防力の一層の強化を図って、砺波地

域の安全安心の確保にしっかりと努めてまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理

解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（江守俊光君） 以上で、一般質問並びに提出案件に対する質疑を終わります。 

（討   論） 

○議長（江守俊光君） これより、討論に入ります。討論の通告はありませんので、討論な

しと認めます。以上で、討論を終わります。 

（採   決） 

○議長（江守俊光君） これより、採決に移ります。 

議案第１号から議案第２号までの２議案について、一括して採決を行います。 

お諮りいたします。議案第１号 平成２６年度砺波地域消防組合一般会計予算並びに、議

案第２号 平成２６年度砺波地域消防組合歳入予算における構成市の分担金の額についての

２議案について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（江守俊光君） 起立全員であります。よって、議案第１号及び議案第２号につきま

しては、原案のとおり可決されました。 

（採   決） 

○議長（江守俊光君） 続きまして、議案第３号及び議案第４号の２議案を一括して採決い

たします。 

お諮りいたします。議案第３号 平成２５年度砺波地域消防組合一般会計補正予算第３号、

議案第４号 工事請負契約の締結について、の２議案を原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（江守俊光君） 起立全員であります。よって、議案第３号及び議案第４号について

は、原案のとおり「可決」されました。 

（採   決） 

○議長（江守俊光君） 続きまして、議案第５号から議案第９号までの５議案を一括して採

決いたします。 

お諮りいたします。議案第５号 砺波地域消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条

例の制定について、議案第６号 砺波地域消防組合火災予防条例の一部改正について、議案

第７号 砺波地域消防組合手数料徴収条例の一部改正について、議案第８号 富山県市町村

総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、議案第９号 富

山県町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についての５議案を

原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（江守俊光君） 起立全員であります。よって、議案第５号から議案第９号までの５

議案については、原案のとおり可決されました。 

（採   決） 

○議長（江守俊光君） 続きまして、報告第１号 専決処分の承認を求めることについて、

採決いたします。 
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お諮りいたします。報告第１号 専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承

認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（江守俊光君） 起立全員であります。よって、報告第１号については、原案のとお

り承認されました。 

追加日程第１０ 

監査委員の選任について 

○議長（江守俊光君） ただいま、管理者から議案第１０号 砺波地域消防組合監査委員の

選任についてが提出されました。 

〔８番 片岸 博君 退場〕 

○議長（江守俊光君） お諮りいたします。この際、これを日程に追加し、直ちに議題とい

たしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江守俊光君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号を日程に追加し、直

ちに議題とすることに決定いたしました。 

 これより、議案第１０号を議題とします。 

（提案理由の説明） 

○議長（江守俊光君） 提案理由の説明を求めます。 

管理者 夏野 修君。 

〔管理者 夏野 修君 登壇〕 

○管理者（夏野 修君） それでは、いまほど提出いたしました、議案第１０号 砺波地域

消防組合監査委員の選任につきまして、ご説明を申し上げます。 

議員のうちから選任されておりました沼田信良氏から本日付けで辞職願が提出されました

ので、これを承認し、後任の監査委員に片岸 博氏を選任いたしたく、議会の同意を求める

ものであります。 

何とぞ、慎重にご審議のうえ、ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（江守俊光君）お諮りいたします。議案第１０号については、事情十分にご了承のこ
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とと存じますので、この際、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

（採   決） 

○議長（江守俊光君） ご異議なしと認めます。よって、本案はこの際、直ちに採決するこ

とに決しました。 

お諮りいたします。議案第１０号 監査委員の選任について、原案に同意することにご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江守俊光君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号 監査委員の選任に

ついては、原案に同意することに決しました。 

  〔８番 片岸 博君 入場〕 

○議長（江守俊光君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました全案件の審議はすべ

て終了いたしました。 

（閉会の挨拶） 

○議長（江守俊光君） ここで、桜井副管理者から、挨拶があります。 

〔副管理者 桜井森夫君 登壇〕 

○副管理者（桜井森夫君）砺波地域消防組合議会の２月定例会の閉会にあたりまして、一言

ご挨拶を申し上げさせていただきます。 

ただいまは、提案いたしました案件につきまして、可決並びに承認をいただきまして、ま

ことにありがとうございました。 

平成２６年度は、本年度からの繰越事業を含め、署所再編に伴う署所の建設事業や消防救

急無線のデジタル化等の大型事業に取組むことになります。幸い、本年度、臨時的に創設さ

れました緊急防災・減災事業債が平成２６年度から平成２８年度まで継続されることとなり

ましたことから、この有利な起債を活用させていただき、署所の再編整備等を行うことによ

り、構成市の負担軽減が図れますとともに、地域防災力強化並びに災害に迅速に対応できる

情報網の構築ができるものと考えております。 

なお、財政状況がたいへん厳しいなか、予算執行に当たっては、常に適正・的確な執行を

心掛けるとともに、更なる創意工夫、経費節減に取組んでまいりたいと考えております。 
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また、この定例会におきまして、議会役員等の人事が円満に決定をされました。当選され

ました江守議長、沼田副議長並びに議会運営員会浅田委員長、石田副委員長のご就任を心よ

りお祝いを申し上げますとともに、新たに監査委員となられました片岸議員には、適正な予

算執行に向けご指導をいただきますよう、心よりお願いを申し上げるものであります。 

ご案内のとおり、広域化４年目を迎える本組合といたしましては、消防指令事務の共同運

用に伴う管轄を越えた出動等を通じ、市民サービスの一層の向上に努めてまいりますので、

議員各位の一層のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げる次第であります。 

終わりになりましたが、議員各位には、今年一年もご健勝でご活躍されますことを心より

ご祈念申し上げまして、本定例会閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

本日は、まことにありがとうございました。 

閉会の宣告 

○議長（江守俊光君） これをもちまして、平成２６年２月砺波地域消防組合議会定例会を

閉会いたします。長時間、どうもご苦労さまでした。 

午後 ３時０８分  閉議 

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

平成２６年 ２月２１日 

議  長  江 守  俊 光 

署名議員  浅 田  裕 二 

署名議員  中 村  重 樹 


