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           平成１２年白老町総務文教常任委員会会議録 

 

平成１３年１月１８日（木曜日）平成１３年１月１８日（木曜日）平成１３年１月１８日（木曜日）平成１３年１月１８日（木曜日）    

   開  会  午前 １０時０２分 

   閉  会  午前 １２時００分 

 

○議事日程○議事日程○議事日程○議事日程 

 【所管事務調査】 

  ・消防行政の今後について 

 

○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名） 

 委員長 宗 像  脩  君     副委員長 木 村 直 樹 君 

     野 村 茂 樹 君          鈴 木 大 治 君 

     加 藤 正 恭 君          斎 藤 征 信 君 

     佐 藤 悦 夫 君 

 議 長 高 田 寅 雄 君 

 

○欠席委員（０名）○欠席委員（０名）○欠席委員（０名）○欠席委員（０名） 

 

○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名 

     助役             山 本  薫  君 

     消防長           高 田 和 幸 君 

     消防主幹         前 田 登志和 君 

     消防主査         中 村  諭  君 

 

○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員 

     事務局主幹       上坊寺 博 之 君 

     事務局主任       田 邊 あけみ 君 



 

 2 

 

                  ◎開会の宣言 

 

○委○委○委○委員長（宗像員長（宗像員長（宗像員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） おはようございます。ただ今から総務文教常任委員会を開会いたし

ます。本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

              〔「異議無し」と言う者あり〕 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） ご異議無しと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

                  ◎所管事務調査 

 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 次に、本日の委員会の日程について、事務局主幹から説明いたしま

す。 

○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君） おはようございます。本日の委員会の調査事項につきまして

は、先般取り決めました「所管事務調査」といたしまして、消防行政の今後についてというこ

とで、主に広域行政の観点から調査事項といたしました。 

 時間につきましては、概ね午前中を目途に実施したいという予定でございます。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） これより、「所管事務調査」を行います。 

 本日出席されている執行部側のほうについては、ご承知のように山本助役、高田消防長、前

田主幹、中村主査の各氏、各位がそれぞれ出席されております。 

 それでは、まず消防行政の今後についてということで、執行部側のほうから説明をお願いい

たしたいと思います。説明者は。はい、高田消防長お願いします。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） それでは、お手許の調査資料に従いまして、進めさせていただきま

す。 

 最初に、消防組織と現有力につきましては、組織図、更には職員定数といたしまして、階級

別の実員を記載しております。 

 次のページにつきましては、それぞれ消防本部と消防署の職員の配置状況について、資料で

出しております。続きましては、１当務、これは当番のことでございますが、現在、本署のほ

うで１０名の職員を最低確保として、出動体制を整えております。 

 火災出動時につきましては、通信勤務２名、タンク車、これは５名、水槽車３名、指揮隊が

２名という体制であります。救急出動後の火災出動の体制につきましては、通信勤務２名、タ

ンク車４名、水槽車２名、指揮隊２名。これにつきましては日勤者または非番者１名を呼び上

げて最低８名の確保といたしております。 

 通常の救急出動時の体制につきましては、通信勤務が２名、救急隊が３名。これにつきまし

ては、消防隊との乗り換えとなっております。なお、高速自動車道の救急出動につきましては、

２次災害防止のための支援隊、タンク車５名を出動させております。出動後の消防署の体制に
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つきましては、非番者６名を呼び上げて後続出動の体制を整えております。 

 救急出動、更には救助出動と重なった場合には、通信勤務２名、救急隊３名、救助隊４名と

いう体制で行っております。なお高速自動車道の救急・救助出動につきましては、指揮隊２名

を非番者呼び上げ後、出動をさせております。 

 次に、地区別の救急発生の比較でございますが、これは平成１０、１１、１２年。過去３カ

年でございます。総出動件数につきましては、８１３件、８０９件、昨年８５０件ということ

で、平成１１年、若干前年を下回りましたが、それ以外につきましては相変わらず増加の傾向

を示しております。 

 なお、この中で、竹浦と虎杖浜地区の比率でございますが、平成１０年２９パーセント。平

成１１年、１２年とも２８パーセント。概ね、全体の３割が竹浦・虎杖浜地区の出動となって

おります。 

 続きまして、救急管外搬送件数でございますが、これは全体の救急件数に占めます管外数の

比率でございまして、平成１０年４４．９パーセント、平成１１年４６．５パーセント、平成

１２年４７．４パーセントということで、わずかづつではありますが、やはり重篤な患者が増

えているというような傾向で、管外搬送の比率が増える傾向にございます。 

 続きまして、これは昨年、平成１１年の現場到着の平均時間帯でございます。これにつきま

しては概ね４分台から５分、６分、こういう所要時間となっております。 

 続きまして、北海道消防広域応援協定の概要でございますが、これにつきましては昭和６３

年に発生しました十勝岳噴火をですね、契機といたしまして、北海道全体で消防本部の数にし

て７２消防本部がござますが、北海道全部の消防力を結集いたしまして、大規模特殊災害に対

処するという趣旨のもとに、応援協定が結ばれております。なお、白老と隣接します苫小牧市・

登別市・西胆振消防組合の大滝村との消防応援協定につきましては、この応援協定の細部協定

ということで、高速道路につきましては途中の侵入出ができないため、管轄外であっても、高

速道路の上下線方式で活動を行うことといたしております。また、境界線付近の不明確地域に

おきましては、災害対応が遅れないようにということで、それぞれ双方が出動して活動すると

いう体制になっております。 

 また、白老大滝線の開通に伴います交通事故等の対応のために、平成１０年６月に大滝村と

も、双方が出動するという協定の強化を図っております。 

 次に、白老に隣接する消防機関の状況ということで、白老町と最も近い出張所、登別につき

ましては支所、これらの消防力の対比を図でお示しいたしております。 

 次に、消防職員の充足率という表がございます。これにつきましては、北海道全部７２消防

本部の基準職員数、これはいわゆる国で定めております消防力ですね、これに対する実員数、

更にはその充足率の、この表につきましては低いほうから記載しております。 

 以上、雑駁ではございますが、調査資料に基づく説明につきましては終わらせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、ありがとうございました。 
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 助役のほうから、何か補足ありましょうか。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） いや、特にありません。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい。それでは、ただいま説明がありましたけれども、この件につ

きましてただいまから質疑に入りたいというふうに思います。 

 質疑があります方、どうぞ。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 加藤でございますが。資料で、救急管外搬送件数、「所」と書いてあ

るのは西部のことですか。虎杖浜のことね。 

 それでは、何点か聞きたいんですが、消防本部の充足率ですね、一覧表が下の方に載ってお

りますが、６４．２パーセント。他の消防署と比較すると、胆振東部が５２．２パーセント、

登別が５４．９パーセント、西胆振が６０．８パーセントと。こういうところと比してですね、

非常に充足率が６４．２パーセントで、白老町が単独で持っている消防としては、非常に良い

位置にあるんだなということで、町民の一人として意を強くし、満足もしてるわけで、大変良

いことだなと思うんですが、よく問題になるのがここの下の方にありますが、１００パーセン

トというところがあります。ただ、消防署の充足率を自治省のつくってある基準職員数にあわ

せてですね、１００パーセントに持っていくということになりますとですね、白老の場合を例

にとると、現在は５２名だけれども８１名と、３０名近くも増やさなければならないというこ

とはね、実際問題としていろんな金も掛かることだし、設備、それから福利厚生、消防本部の

狭さとかね、そういうものからいくと莫大な金が掛かるということで、こういう１００パーセ

ントということは望めないんですが、望むべきでもないし、だとおもうんですが、私がお聞き

したいのは、これは自治省でつくっている基準職員数であると思うんですけども、この行政区

域との関係ですね、広さ、白老町の広さですね。おそらくこれは人口割に対しての何名という

職員の配置だろうと思うんですけどね。白老町の人口が何名に対して定数が、職員数が何名と

いう基準だとおもうんですが。行政区域との関連というのは、全然考えておられないのかです

ね、狭いところと広いところがありますね。そういう問題があると思うので、それが１つとい

うことと。 

 もう１つは、各地区に消防分団というのがあるんですが、この本部の職員の数と、それから

１２０名という白老町の消防分団の人数というのがあるんで、その方々が非常に充足率の足ら

ない部分をフォローしていると私は思うんですよ。分団がですよ、各地区でですね。その辺り

分団の充実といいますか、分団の整備、指導、そういう教育というのが、消化に対する教育と

いうのが、十分に行われればですね、充足率云々という問題はですね、私はある程度カバーで

きるんじゃないのかなというような気がしているんですけども、その辺り分団と本部職員との

充足率との関連ですね。それをどのようにお考えになっておられるのか、従って６４パーセン

ト程度の充足率で、私は十分だと思うんですが、今後の問題としてですね。その辺り一つ聞き

たいと思います。 

 それから、西部出張所ですね、虎杖浜。これで見ると４名体制になってるんですが、現実に

は３名と私は聞いているんです、現在ね。それでね、３名体制で現在あるんですが、この出動
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日数を見ますとですね、救急に対して平成１２年度で２４９件。３６５日で割りますとですね、

３日に２回。１カ月に２０回出動しているような数字になってね、３名体制にしていると救急

業務にとられて、いざ何か火災があった場合に、西部からの問題が私は心配なんですよ。 

 そういうことを心配されて、広域行政として登別市と提携してるんだろうということが考え

られるんですが、そういう辺りのことについてですね、十分うまく連動しているかどうか、そ

れをお聞きしたいということが１つ。 

 それから、これらとすべて関連するんですが、これは助役さんにお聞きした方がいいんでし

ょうけども、消防行政というのはやはりこれから広域行政として、考えていくべき性質のもの

ではないのかなというふうに考える。その１歩として、登別市と昨年１１月に協定を結んだと

いうことなんですが、将来的にですね、消防行政は、私は登別市辺りと一部事務組合等も含め

てですね、考えていくべきじゃないかと思うんですが、現段階ではどのように考えておられる

のか、その点について伺いたいと思います。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、山本助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） 登別市と広域一部事務組合ということでありますけども、昨年からで

すね、登別市の理事者の方と私どもと、定期的な意見交換を年に１回する場所を持ってござい

ます。その中で、議題としても実は取り上げているんでありますけども、これ背景となるのは、

やはりゴミ処理ですね。広域で共同で実施処理しているということが、大きな背景にあるわけ

ですけども、何とか別なかたちでですね、行政としての連携を組めないだろうかという相談は

持ち掛けてはおるんであります。 

 登別市さんのほうの現状を申し上げますとですね、下の登別には、いま消防本体しかありま

せん。救急は登別温泉から救急車が走ってきているという現状にあるわけであります。登別市

の計画によりますとですね、カルルス温泉、登別温泉、それから中登別、下の登別、中札内、

クッタラ湖含めてですね、登別市独自としていまこの消防の再編を行いたいというようなご意

見を伺っております。 

 ついてはですね、竹浦・虎杖浜をある程度意図してですね、意識してこれも一つの区域に編

入してですね、広域的な事務組合作れないであろうかという考えを、私ども持ち合わせてです

ね、消防長同士ではですね、これ実際実務レベルで投げ掛けてはいるんですけども、登別市さ

んの事情もあってですね、それ以上話が進んでいないというのが現状にあるわけです。 

 そういった中で、昨年の１１月１日からですね、登別市と私どもの虎杖浜ですね、これは応

援の相互の協定を図ったというようなことがありましてですね、なんとかこれを足掛かりにで

すね、これからも登別市さんのほうと、私どもの竹浦・虎杖浜地区を含めたですね、一部事務

組合について、何といっても登別市さんという相手があることですから、私どもからの一方的

な働きかけではですね、なかなか難しいのかなという気はします。 

 地方分権からいってもですね、やはりこれからは経費の掛からない行政執行であるべきとい

うこと踏まえた場合ですね、そういうふうに持っていけないものかなという私どもの強い願い

は持っています。 
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 その中で、いま登別市さんにはですね、９０名の消防職員いらっしゃいますし、私どもは５

２名ですから、合わせて１４２名ということになるわけですけども、社台から東室蘭の手前、

鷲別地区までということになりますと、相当な広範な面積になるかと思います。そういったい

ろんな問題点あろうかと思いますけど、先ほど申し上げましたように登別市という相手がある

ことでもありますから、私どもの思いだけではですね、一方的に通じるかどうか、現状ではわ

かりませんけども、それらを視野にいれた中で今後も進めていければなと、こんなふうに考え

ています。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹どうぞ。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。それで、前段のほうでご質問ございました部分で、担当

の私のほうからご説明申し上げます。 

 まず、消防力の基準の関係でございます。これにつきましては、基準の作り方というふうな

部分で、概略申し上げましたら、まずその市町村において、密集地、市街地、これに該当する

部分がどのくらいあるかということによって、それによって署・所がなんぼ必要かと。それに

よってその署・所に入る車が何台必要かと。さらにその車に乗車する消防職員が何人必要かと。

いうふうな基準の作り方でございます。 

 それで、これは３年に１回づつ見直しをしているわけなんですが、昨年１２年もこの基準の

見直しがございまして、分権というようなこともございまして、かなり市町村での、その基準

の持ち方に裁量権がされた部分がございます。それで、地形によっても、白老町のように細長

いような状況、また１００パーセントというような部分の中では、人口規模や何かに比べて、

ある程度密集しているというようなことで署・所を多くしなくてもいいよというふうな部分の

中でですね、充足率が変わってくるような状況がございます。はい。 

 こういうふうななかで、全国的な消防で行っている署と出張所というような部分の設定の中

での充足率ということを出してございます。 

 なお、団の充実による充足率の部分に影響はないのかということでございますが、ここに出

してる部分に関しては、団員さんの人数を調べるということではなくて、あくまでも常備消防

職員の部分での設定でございまして、確かにおっしゃられる通りでございます。 

 それは市町村の消防の責任として、消防団を強化していくという部分で、こういうふうな充

足率の少ない部分を補ってもらえるという部分でございますが、この調べの部分で言ってる数

字の中では、特に消防団員さんという部分は入れないかたちでの数字の設定になってございま

す。 

 続きまして、西部出張所の体制でございますが、おっしゃられました通り３名でございます。

４名と言いますのは、基本的に西部出張所の職員と言いますか、これもうちのほう昨年からス

タッフ制というかたちで執り行なっておりまして、西部と本署というふうなかたちで位置付け

してるんですが、職員については、こちらの方から派遣するというふうなスタイルを取ってお

りまして、最低確保、むこうは救急車１台稼働させるための３名体制をとっております。 

 この４名というには、週休要員やなんかもございますので、４名の方たち、流動的ではある
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んですけども「あなたは西部出張所担当ですよ」とというかたちをとってございます。それで、

その３名の中でございますんで、このように年間の救急出動件数が多い状況にありますんで、

西部出張所の方が、救急で空になるというようなことが頻繁にございます。 

 そのような状況ふまえまして、昨年行われました登別の広域応援協定による手助けといいま

すか、大変大きなウエイトを占めることだと思います。登別の駅前からでしたら、虎杖浜地区

なんですけども、近いものですから、タンク車ございまして、通報と同時にですね、即来てい

ただけるということで。本署からも当然行きますけども、向こうが先着して消火していただけ

るというような体制をとりましたので、そういうような部分では、登別さんお互い様だという

ような話になるんですが。ちなみに昨年度、虎杖浜地区につきましては大小合わせて火災が３

件発生しております。 

 逆に登別さんの、うちの応援して行く部分。登別市の駅前周辺部分、港町、東町、本町、合

わせて昨年はトータルで１件の建物火災が発生しております。 

 このような状況になっております。以上でございます。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） はい、加藤ですが。あちこちになりますけども、西部の救急体制がで

すね、私どもに入ってくる声では、「救急車、お願いしても非常に遅い」とこういう話がある

んですよ。現実にこの数字を見ますとですね、そんなに時間掛かってないんですがね。 

 ３分や４分のことはね、走っていくんですからこのくらいの時間はやむを得ないと思うんで

すが、私が入ってくるのは、「西部から来る救急車は、非常に遅いんですよ」と。こういう話

をチラッチラッと聞いたんですがね、私も出動させたことがないものですからちょっとわから

ないんですが、３人体制で、何か火災か何かあった場合に一々施錠して出られるという話も聴

いてるんですがね、出るときに。留守になるものだからね。そんなような作動して、それから

救急車にのって来るということになると、時間掛かるんでないのかというようなことをいう人

も、実はいるんですよ。だから、消防体制をしながら救急体制。３人しかいない。救急体制に

３人出られたら空になってしまうということになるとね、いろんなこと考えるから、それだか

ら遅くなるのかなというようなことになるんだけど、実質的にはこれ数字を見るとそんなに遅

れてはいないんですがね。その辺りがどのようになってるのかね。もう少し、そういうことあ

りませんよと、いざ出動している間に火災場合は登別からも来るんだしというようなことで、

フォローしてるんだろうと思うんですが、火災場合は消防分団がもちろん虎杖浜にもあります

から、その人方も出てるでしょうから、そういうことはないにしても一つの心配事としてです

ね、そういうこと聴くもんですから、そんなような話をしてみたんです。 

 それから、前に戻りますが、充足率の問題。いまお聞きすると単純に人口割りじゃないんだ

と。密集地であるとか、土地の広さだとかいろんな問題を加味した定員数であり、しかも３年

に１度づつ見直しをしてですね、やっておるということで、非常に私は、しかも登別よりも充

足率がいいなんていうのはね、大変嬉しいことだなと。負けるのは苫小牧と室蘭だけで、あと

は西部、東部のところよりも充足率が白老町は単独としてですね、充実してるということは非
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常にいいと思うんですが、ただ果たしてですね、この５２名という人数で、現在進めているの

を８０名にしなければならないという、一つの基準があるとしても、現在勤めている方々に、

仕事の内容できつさといいますか、重労働といいますか、そういう問題は、押しつけになって

いないのかどうかですね。ないとすれば必ずしも８０人の定員というのはですね、必ずしもい

いことじゃないんでしょうと。現在のままで間に合っているんであれば、８０人でする仕事を

５２人でやってもらってるんですよという、仕事を押し付けてるという感覚じゃなくてね、十

分交代制もうまくいってるというかたちで、現在進んでいるのかどうかですね、そのあたりも

ちょっと、充足率も含めてお聞きしたいと思うんですが。 

 それから、助役さんの方なんですが、登別市との広域行政。先ほどもちょっと出てましたけ

ども、ゴミの問題からね。それから派生して、こういう問題。非常に私も広域行政の一つとし

てゴミ行政を含めて消防行政もこうあるべくだというふうな考え持ってるんですが、登別は実

際５４．９パーセントと白老町より充足率は悪いわけですね。単純に数字からいけばですね。

向こうにも分団というのがありますけども、そういうことからいけば、向こうも今の消防行政

にたいしては満足感を得ていないと私は思うんですよ。白老から比べてもですね。お互いに単

独で消防行政を充実させるということは、非常に困難だとすれば、やっぱり一部事務組合でや

ってみたらどうかなと。そういうのを積極的に進めていただけないものかと、相手があること

だから、白老だけが勝手なことをいうわけにもいかないことは十分承知しておりますけれども、

もう一度積極性を期待するんですけども、その辺りについて伺いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 山本助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） それじゃ、後段の部分からですね。これ平成１７年までにですね、市

町村合併という大きな問題があるわけですね。これは私どもの意思だけでですね、合併するし

ないという話には全くこれはならないわけで、広く大きな論議になる。 

 ご案内のようにですね、いま現在国の考え方がいまの３，３００自治体を１，０００にする

と、こういうことをいってるわけですから、これからどう展開していくのか、これはまだ全く

推測の域ですけども、そういうことになると一部事務組合云々の議論よりもですね、好むと好

まざるときかかわらずね、これはもう統合ということになるわけですから、これまだ時間掛か

りますけどね。そういったことをある程度頭に描きながらですね、そうなるかどうかわかりま

せんよ。例えばの話ですから。そういうこともある程度意識しながらですね、登別市と対話の

糸口はですね、絶やさないで進めていけないのかなというふうに考えております。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、それでは担当の前田の方から。 

 まず、西部出張所の出動が遅いということでございますが。出動までの粗筋といいますか、

申し上げましたら、１１９番が入って来るのは、白老の本署の方に入って来ます。そこで、竹

浦・虎杖浜地区、萩野・北吉原地区、それと白老・社台。これの部分に関しましては、８２局

８５局でございます。それから８３局、８７局というようなことがありまして、１１９番が入
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って来るところは、窓が３つに分かれております。ですから竹浦・虎杖浜から来たということ

になれば、その時点ですぐ分かりますんで「来ましたね」ということで受けるんです。その時

点で出張所の方には「１１９番、入電しました」というものを教えるようにしております。  

 そしていろいろ情報聞いてる間に、西部出張所の方では出動の準備を行うわけなんですが、

いまおっしゃられましたように、施錠もしなければなりません。やること２つ３っつありまし

て、施錠を行いまして、電話を転送するというボタンを、結局西部出張所に来た電話を「今出

動中です」ということで、本部に転送するボタンがありまして、それを行います。３人の者で

手分けしパッパとやって、乗ってエンジンかけて前へ出してて、そして無線によって場所をす

ぐに送ってきますので、ほとんどこちらのほうと同じような状況で出ると思うんですが。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 病人の出たところは、救急車を待つ間は非常に長く感ずるというは、

心情的に分かるんですよ。だからそれを、我々うのみに聞くわけじゃないんだけども、良くそ

んな話しを聞かれるもんだからね。虎杖浜は３人体制だから、だからだなと余計なことを考え

ちゃうものだから、そういうふうに聞こえるのかもしれないんだけど。実際はそうじゃないっ

てことですね。はい、分かりました。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） もう一つ、基準数による職員数より職員が少ないという部分で、

仕事がきついということですが、前にも説明いたしましたように、この基準数というのは、そ

れだけ消防車に乗る人員が少なくなってくる。１台辺り４名なり５名なりというふうな、消防

車に乗るべき人員が、その分８０人に対して５２人ということになりましたら、どうしても少

なくなるというような状況でございまして、その分の消火活動における持ち分というのふうな

のが１人当たりの分が多くなってきますので、確かに仕事自体もきつい。また安全面的な部分

でもそういったことが懸念されるわけですが、現在の諸般の状況がございますので、消防職員

はそういうような訓練をしながらですね、遂行しているという現状でございます。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） はい、結構です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） じゃ、他の委員さん。はい、佐藤委員どうぞ。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） 消防行政については、町民の生命と財産を第一線で守るという事で、

お尋ねしたい点は、いま充足率の問題と広域消防のお話がるる出ておりましたけども、登別白

老広域防災については、パーセンテイジからいけば白老町のほうが充足率が良い。人数的には

登別の方も多いですが、この広域防災協定について、この充足率との関連性については、不便

な点はないかが、まっ人員ですはね。人員のことについて不便な点はないかどうかこれがまず

１点です。 

 それから、隣の苫小牧は充足率がかなり良くて８５．１パーセントと高いんですけども、苫

小牧との具体的な交流については、どのようにお考えになっているのかということが一点でご

ざいます。 

 それから、この広域応援協定の内容の中で、「四季彩街道」の開通で、大滝村との協定が成

されているというようなことでございますが、大滝村が胆振西部に入っているのかどうか分か
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らんけれども、この辺のそういう広域行政応援態勢については、具体的にはどのようなお考え

を持っているのか。この３点についてまずお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。担当から説明させていただきます。 

 まず、広域になった場合についての人員でございますが、これにつきましては再度、広域と

いうふうなかたちで消防の組合等結成、広域消防等を結成しますと、再度この基準数というの

を設定し直す必要がございます。そのような中において、再度基準数を出して、それが充足率

がいかがなものかという再検査をしなければならないかと思われます。 

 それから、苫小牧との交流と申しますか、広域につきましては地理的な問題もございまして、

図面といいますか付けてありますけれども、いまの現状でですね、登別と応援ができたという

のは、あそこに支所がすぐ近くにありまして、登別の駅前にあったと、そしてタンク車があっ

たと。すぐ近くに虎杖浜地区があるというような部分がありまして、地理的に大変好都合だっ

たと。いうことで進められて来たわけでありまして、その辺、苫小牧につきましてはかなり空

間がございますので、今の段階ではそこまでニーズがないというような状況でございます。今

後につきましては交流する余地があると思いますが、現段階ではそんな状況になっております。 

 大滝村につきましては、今までこういうことなかったんですけども、「四季彩街道」ができ

まして、そこで交通事故なんかが発生した場合に、これ白老の管轄だ、また大滝さんの管轄だ

というふうなことでお互いが出なかったり、そういうふうなことになったら困りますので、こ

れは密にしなければならないだろというような部分がございまして、協定を結んだという現状

になっております。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、佐藤委員どうぞ。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） はい、佐藤です。大滝村との関係は、いわゆる交通事故を中心とした

協定内容ということの理解でいいですか。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、その通りでございます。「四季彩街道」に基づきまして、

ただ、山火事ですとか噴火。そういういろんなものに関しましては、北海道の広域応援協定と

いうのがございましてそれで行うことになっておりますが、頻繁に発生するであろうというよ

うな部分で、今回は「四季彩街道」の部分で行いました。以上です。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） はい分かりました。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか。じゃ、他の委員さんお願いをいたします。 

 はい、野村委員どうぞ。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 消防行政の中で、日常発生する火災とか救急活動とかの他にですね、

ご承知のように危機管理体制、火山噴火あるいは地震等々の危機感というのは、相当いま強ま

ってきてるんですが、白老町における危機管理体制あるいは非常事態における町民への情報提

供の仕方、情報提供した情報に基づいて、町民がどう対応するかというような、ごく基本的な

マニュアル。そういうものについてのですね、いま作られて用意されてるもの。これからの課

題ですね。それらについてお伺いしたいと思いますが。 
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○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、前田でございます。ただいまのご質問でございますが、

私、ちょっと前に防災のほうに勤めておりまして、防災の仕事でございます。 

 阪神・淡路等がございまして、白老町の防災計画というような部分の中で、これ道からの指

示がありまして、地震・津波編というのを設けました。それに基づきまして、いま質問ござい

ました町民に対する情報の提供ですとか、そういうような部分で各課の部分で、いま情報提供

の部分、報道関係でですね、自動的にそういうものが入ったらテレビやラジオで入る部分もご

ざいますけれども、その他に同報ということで、各所にスピーカーをつけて行うというふうな

事業がございます。それはまだ実現はしておりませんが、計画段階にあると聞いておりますが、

それできるまでの間につきましては、これ役場も消防も含めてそうですけども、白老町震度４

だったと思いますけども、震度４以上の地震が発生したときは全員招集ということで、広報活

動を行うというふうなことなどもですね、マニュアルをつくっていま対応している状況にあり

ます。雑駁でございますが。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） それだけ。あと危機管理。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） あとですね、その後防災のほうでずっと進めてるものですから。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 消防のほうでは、その程度のことで考えてるということですか。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） 危機管理。災害発生。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 非常事態発生したときには。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） 災害対策本部が町の方に設置されまして、町長が本部長となり

まして、役場の各課で動員しまして、その一部として消防も入ってくるかたちをとっていきま

す。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、野村委員どうぞ。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） その、非常事態には当然テレビとかラジオとかで流されると思うんで

すが、まず電気がこないことには、それらも途絶えられちゃうわけでね、例えば夜中真っ暗闇

の中で、電気もないよというときの、町民は非常に、日中の明るいときはまだね、行動はとれ

ると思うんですが、夜間真っ暗闇のなかでどう対応していいのかということが、町民一番不安

なとこなんですね。その時点で、情報をいかに俊速に提供するかということが大事なんじゃな

いかなと。その場合いま白老町の消防署でもっっておられる施設の中でね、どういうふうに対

応するのかな、関心がある。広報活動ったって、広報車そんなに何台もあるわけじゃないしね。

だから、例えばですよ。町内のどこかに、連絡先をとっておいて、そこから連絡するような方

法とかなんとかね。そういうことをマニュアルでつくっていらっしゃるのかどうか分からない

けども、いわゆる緊急連絡が、情報提供と。そういうところがまずね、緊急事態発生した初期

としては、そういうところが必要なんだろうと。 

 それから、災害が起きたときの対応については、若干の時間的余裕があって、対策本部で考

えられることなんだろうと。それは町民の初期行動ね、避難、そういうところをどういうふう

にして発動するのかということなんですよね。 
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○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。その広報活動につきましては、まず消防署で現段階で行

える部分につきましては、各地区のサイレン吹鳴、各消防分団、これ全部無線機が各２台づつ

設置してございますので、そちらのほうに無線機による指示、それと各分団の車両による広報、

併せて消防本署及び西部出張所の車両の動員による広報活動と言うことになろうかと思われま

す。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 分かりました。そういうことが我々には分かってないんです。 

 分かってないからこちら質問するんだから、我々も分かってないんですから。 

 町民の方々、良く理解されてないって言うふうに思うんでね。その部分、ごく掌握的にこう

いうかたちとってるんですよとと言うことだけでも、広報誌とかで流していただきたいなと思

うんです。それと、水・食料あるいは寝具、それらのものはある程度のものは備えられてると。 

○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君） 消防じゃない、総務課のほうなんです。防災担当の。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 把握されてないんですか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 山本助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） いいですか。水だとか非常食についてはですね、これは各、個々人が

対応するというかたちを取らざるをえないと思います。 

 そういう指導はですね、例えばハザードマップだとか、防災の手引きだとか、周期的に広報

なんかで周知させてもらってますし、今後においてもね、そういう非常に備えての、町民のみ

なさんに情報を提供して行くそういう手筈は調えています。 

 毛布についてはですね、これは小学校の空き教室を利用して、１度にドンと買えないもので

すから、計画的に備蓄しています。はっきりした数字は申し上げられませんが、年度計画を持

って購入してると言うことです。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、野村委員。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 組織体制、単純な疑問なんですけど。消防長は次長兼消防署長兼なん

ですね。消防長がことある時には、次長さん消防署長さんもおられない。しかも指令長もおら

れない。消防長、たいへん申し訳ないんですか、いないときにですね、これ誰が消防長の役割

をするんですか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、消防長。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） 確かにご指摘の通り、本部の次長と消防署長を、私が兼ねている状

況であります。私の不在時にはですね、消防長の職務を代行すると言うことで、消防長が指名

する人間をですね、その職務に当てると言う。現在は、先ほど来説明いたしております前田主

幹が私に代わって、その職務を負うということになっております。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、野村委員。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 僕は、少なくとも消防署の３役を一人で占めるというのは、非常に問

題があるのではないのかな。例えば次長兼企画主幹とか、あるいは署第１主幹とかね、そうい

ところで兼務すべきではないのかな、それをすべて消防署長がやっちゃうと、消防署長の仕事
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が、主幹がやらなくちゃならないことになっちゃうんですよね。これは、組織としてはおかし

いんであって、消防長、消防次長。あるいは消防長、消防署長がいて、署長が主幹職を兼務す

るというなら分かる。それで消防長がことあるときには、その下の署長、おいてるね、ポスト、

その次のものが上の役をやるべきなんだろうな。これ人員増えるわけじゃないんです。発令一

つの問題。それと司令長、司令長が一人もいないというのはどうなんだろうなと。これはやっ

ぱり組織的には考えるべき問題じゃないのかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、消防長。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） この組織のですね、類図につきましては、当然考えておりまして、

現在の姿が決していいとは私も思っておりませんので、その職の消防司令長ですね、これにつ

きましては、ただいま努力をしている最中でございますので。 

○○○○委員（野村茂樹君）委員（野村茂樹君）委員（野村茂樹君）委員（野村茂樹君） すいません、努力というのは誰が任命権あるんですか。町長ですか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、どうぞ。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） いいえ、任命権は消防長でございます。ただ、町長の承認を求むこ

とに法律上なってございます。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） そんなに増えることになりませんからね。組織をキチンとやっていか

なきゃ。主幹が消防長の職を兼務する。しかも司令長がいない。どうもおかしいな。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか。はい、他の委員さん。はい加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） はい、加藤でございますが、先ほどは消防本部のほうの話しを質問し

たんですが、資料には分団のことがですね、消防団が出てないんですがね、そのことについて

ちょっとお聞きしたいんですが。 

 先ほど申し上げたように、充足率が白老の場合６４．２パーセントといううんだけれども、

各地区におる分団員の方々の、フォローがあってなんとかかんとかいろんな態勢に対応してき

ているということで、私は分団というものに対する考え方をですね、もう少し、充足率１００

パーセントにするとしたら、３０名近い消防署員を増やすとすれば、そのぶん分団がフォロー

しているとすれば、消防分団の方々に対する待遇というものをね、改善して行くような方法に

もってはいってるだろうと思うんですが、いろんな諸々の事情からなかなかそういうふうにい

ってないと。そこでですね、具体的にお聞きしたいのは、団員の報酬ですね。これ、自治省で

ある程度指導がされてると思うんですが、それと同額すれという乱暴な意見は、私申し上げる

つもりはないんだけども、現在はどの様になってるのかですね。それと比較して、例えば登別

の分団とですね、差異等についてですね、どのようになっているのか、それから出動手当てで

すね、１回につきどういうふうになっているのか、それをまずお聞きしたいということが１つ

でございます。 

 それからもう一つはですね、このあいだ出初め式がありましたね、私どもも呼ばれたんです

が、あそこで感謝状、表彰状というものがあるんですが、私どうもいつも奇異に思うのは、消

防本部の職員もですね、１０年表彰、２０年表彰しているのが、どうも私は奇異に写るんです

よ。消防分団員の表彰状なら、ボランタリーですから、完全なボランタリーではないんですけ
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ども、分団員とすれば年に４万円くらいいただいてるとすれば、ゼロということじゃないけど

も、私はボランティア的な感覚で、消防分団に所属してると思うんですよ。 

 そういう方々に対しての１０年表彰、２０年表彰は非常に、私は出初め式としてですね、消

防団員の認識を高めるということでも、効果があると思うんですが、果たして同じ席でですね、

消防職員にね、１０年、２０年の表彰をするというのはね、別な場所ですべきじゃないのかな

と、私はですよ。そう思うんですけれども、その辺りはどの様にお考えになってるかですね、

その２点について伺いたいと思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） まず、消防団員の方の報酬関係でございますが、確かに地方交

付税の分から申し上げますと、白老町におきましては低い額でございます。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 低い。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、低い額です。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 待ってよ、交付税できめられるのこれ。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） 交付税で、単位表というのがございまして、決められると申し

ますか一応の目安が出されてございます。地方交付税では一応。ただこれはですね、いまおっ

しゃらました通り、隣接の部分等ございまして、極端なこといいますと資料はありませんが、

私の記憶では登別さん苫小牧さんとはさほど変わってないと思います。 

 ただ、いわゆる胆振東部さんですとか、田舎の方へいった部分に関しては、逆に消防団員さ

んに対する依存が高くなってくる部分がございまして、そんな部分もあって高い。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） あとでいいですから、資料出してもらえませんか。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、分かりました。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、消防長。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） ただいま、出初め式におけます職員の表彰等のことなんですが、実

は、今年苫小牧のですね、出初め式に私出席いたしまして、うちと同じことを感じまして、苫

小牧市ではですね、名簿としては職員の名前が載っておりますが、読み上げ、授与は行ってお

りません。消防団員だけとなっております。 

 そういったこともございまして、私の考えとしてはですね、次回からやはり授与するのは消

団員だけいいのではないのかなと、そういう考えももっております。再度、検討いたしたいと

思っております。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 苫小牧ではそういうふうにしたんですか、今年から。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） 従前からそのようなんですね。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 名前だけ呼ぶけれども、呼んでるんですか。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） 名前呼び上げしてましたね。読み上げも団員だけですね。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか。はい加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） だいたい分かりました。でき得ればですね、団員の報酬をですね、横

とのバランスもあるだろうから、今後の人材確保といいますか、消防団員が非常になれる人が
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なかなかいない。しかも自分の仕事をですね、休んで、１日なんぼになるような人がですね、

休んでまでいろんなものに出る場合もあるんですよ。出初めのときはたまたま漁だとかすべて

お休みのときだからいいんですが、なるべくそういうふうにして、消防演習やるにしても何す

るにしても、自分の仕事休んで１日何千円か何万円になるか知らない仕事休んでまで、そこに

はせ参じてる方々も消防団員の中には何名かはおられるわけですね。 

 そういことからみると、そういう面での待遇というものを考えてあげるべきじゃないのかな

という気持ちを私常に持ってるものですから、そういうふうに序々にですね、改善するような

方向に持っていって欲しいと思うんですが。 

 それが加勢して、健康管理ですね、消防団員の。何かのときも本会議で言ったような記憶が

あるんです。予算のときだったか言った記憶あるんですが、半強制的にですね、でも健康診断

を受けるようなですね、ことを現在やっておられるのかどうかね。適当に「やんなさいよ」で

はだめで、半強制的やらなければ何かのときには、失礼だけれどもあの人方は、定期的な生活

してない方も中にはおられるんですよ。朝早く出て行ったり、夜遅く出ていったりとかね。お

仕事しておられる方も団員の中にはおられる。体調も崩れる危険性もあるものだから、そうい

うことで、もし万が一のことがあっては困るものですからね、常に健康管理するためには、半

強制的にですね、何としてもそういう健康診断というものをですね、やっていただきたいと思

ってるんですが現実にはそういうふうにしてるかどうかですね、その辺りについて伺いたいと

思いますが。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。現実の状況申し上げますと、健康状況につきましては本

人の申告で把握はしてるんですけども、経費の関係もいってられませんがありまして、各職場

または国民健康保険等の部分の中で行っている健康診断で終わらせているというようなのが現

状でございます。ですので今後そのような部分、ご承知いたしました。検討させていただきま

す。 

 それとあと、年報酬の関係でございますが、これもいろいろな部分がございまして。年報酬

というのは、こんなことを言ったら極端なことなんですけども、あまり出動しなくてももらえ

る部分というような性質なものがございまして、それよりも出動報酬という部分で考慮、出た

人に対するという話しもありましたが、この出動報酬につきましても、今度他の交通指導員さ

んですとかそういうふうな方々との兼ね合いもございますので、いろいろな分ございまして、

総合的にですね、団長含めて検討させていただきたいと思いますんでよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、ここで暫時休憩をしたいと思います。再開を１１時１０分と

いたします。 

              休  憩   午前１１時０１分 

 

              再  開   午前１１時１２分 
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○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 引き続き質疑を行います。質問のある方どうぞ。はい、佐藤委員どうぞ。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） これは基本的な問題として、現在の消防庁舎が増改築されて、３４年

か３５年経過されてると思うんですけれども、何回かそういう、議会でもお尋ねしたという経

緯がありますが、本部庁舎と充足率は必ずしも関係はないとは言えないと思うんですけれども、

現在の消防庁舎の機能はそれなりに１００パーセント機能してると思いますが、ただ狭隘であ

るということは、土地面積を含めて消防署員の方あるいは隊員の方の話しの中では、そういう

現実にお話しが出ておりますが、いずれにしても消防庁舎、この町民の生命財産を守る第一線

の方々が働く場所が、もっと環境がよくなって、もっとそういうスペースがあって、どんなこ

とにでも対応できるそんな庁舎建設が、私は白老町においても広域消防と言えども必要欠くべ

からざる事実だと、このように考える一人なんですけれども、この計画はもちろんお金の話し

になりますし、また、そういう土地の問題についてあるいは場所等についても、いろいろ検討

する余地があると思いますが、まずその辺の考え方を、これは助役さんにまずお尋ねをし、さ

らに、場所等については消防の現場の皆さんがどの様にお考えになってるか、まずこの二点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、山本助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） まずですね、消防庁舎。いまおっしゃるように狭隘老朽と言うことか

らですね、やはりこれは建て替えということについては考えてないわけではございません。 

 いまこれをですね、建て替えということなりますと所要資金で約５億円。このうち１億数千

万円が通信機器類、これの更新ということになるわけでありまして、本体で約３億円。この間、

サイレン灯ですとかですね、あるいはホース干す場所だとか、あるいは消防の待機宿舎。これ

は即座に移すかどうかという問題もありますけれども、諸々の費用むくめますとまだまだ膨ら

んでいくのかなと、こういうふうに考えています。 

 これ消防庁舎についてはですね、全く交付税でカウントされない、縁故債発行しなきゃでき

ないわけですから、７５パーセントですか、５億円にしますと１億２，５００万円の一般財源

必要とするよと。残る３億７，５００万円は交付税にカウントされないわけですから、当然こ

れは身銭を切って借金返していかなきゃならないということ等々考えますとですね、現状では

なかなかですねそこまで踏み込めないと。 

 いまのＰＦＩ方式ですか、交付税のカウントされないんであればＰＦＩ方式でどうなのよと

いう選択肢もないわけでない。そういった問題がまずひとつ。 

 それから先ほどのですね、登別との統合は考えられないのかということからいけばですね、

現地建て替えがいいのかあるいは場所をですね、町の中心部、移す必要があるのか、というこ

とになるわけであります。手法として考えれれるのがですね、さっき私は仮に市町村合併とい

うことになればですね、これは好むと好まざるとっていうふうに申し上げましたけども、到底

合併なんてことは現状では全く考えられない話ですから、これはまず考えられないと。 

 一部事務組合方式でじゃあどうなのかということになればですね、当然、場所、位置はこれ
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は考えなければいけないと。ようするにさっき申し上げた下の登別と竹浦・虎杖浜地区を含め

た、消防力の基準はこれは維持しなければないわけですから、その場合の建設位置はじゃあど

うなんだと、その場合にいまある虎杖浜の出張所はどうするのかという問題も、当然出てくる

わけでありますから、これらを視野にいれた建設位置を考えなきゃならいけないということに

なるかと思います。 

 さらにこれがですね、これ抜きにして今の姿のままでですね、町独自にやるんだという前提

にたった場合に、場所をどうするのかと。選択する道としてはこのようなことが考えられるわ

けでありますから、これらを総合的に判断してですね、今後の財政事情を十分勘案した上でで

すね、結論を出すべき問題だというふうに考えてます。 

 併せて、いまの総合計画の中での位置付けとも、当然整合性ということも図っていかなけれ

ばなりませんし、当然財政という裏負担が伴う話しですから。 

 お応え重複しますけども、これらを総合的に勘案して判断していかなけりゃいけないのかな

と、こんなふうに考えてます。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、佐藤委員どうぞ。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） 説明がよく分かるんですが、消防本部機能というのが、いまの段階で

も１００パーセントですね、そういう機能果たしてるというふうには思うんです。ですけれど

も、やっぱり職員、団員の士気の上からいって、これはまた老朽狭隘という一つの現実をとら

えていくと、財政的な問題というのはありますけれども、やっぱり早急にそれらのことを含め

て検討していく時期じゃないのかなと。 

 例えば広域消防、登別との関係がゴミ処理問題から急速にそういう話題、あるいはそういう

環境になってきたということも事実としては分かるんですが、やはり単独消防をもってる白老

町としてはそれなりの対応のしかたも、またしかるべきでないかなとこういうふうに思います。 

 ただ、予算的に全体で５億円の金が必要で、交付税の見込交付もあるでしょうけども、ほと

んど単費で財政のほうを賄わなければならないという、この現実はよく理解するわけですけれ

ども、翻って先ほど申し上げたそういう職員なりあるいは団員の士気というものは、常時です

ね、やっぱり災害あるいは火災、あるいは広域消防というふうに綿々とつながっていっても、

そういうことは必要欠くべからざる事実がここにあるんだと、このように思うんですが、統合

にしても市町村合併のお話しが出ておりましたけども。平成１７年、これは国の考え方でしょ

うけども、北海道においては支庁の改変だとかあるいはまた市町村合併というものは急速に出

くると思いますけども、この単独消防本部をもっている白老町としての考え方は、もう一度こ

この選択肢のいくつかがあるようですけれども、その辺の考え方ですね、具体的にお考えがあ

れば再度伺いたいと思います。 

 財政の問題は、これ５億円ということは動かせない財源措置ですか。そういうことも含めて

ですね、改めて消防現場の消防長と、それからもう一度山本助役のほうからそういう話しをい

ただきたいとこう思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、山本助役。 
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○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） １番大事なことはですね、やはり町民の生命財産を守るための手法と

してですね、これはやはり団、職員含めてですね、士気の低下にならないような、やっぱり施

策を講じるということが大前提だと、１番大事だと。この認識はいささかたりとも、変わって

いるわけではないわけであります。そういった中でですね、先ほど申し上げたいくつかの選択

肢の中からですね、何が実現可能なのか、これを情報の収集につとめる等してですね、早い機

会をとらえてですね、結論出せるような態勢、方向にもっていくように、私どもとしては努力

をしていきたいということになろうかなというふうに思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 消防長どう思われますか、はい、消防長どうぞ。 

○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君）○消防長（高田和幸君） すべて山本助役の方からお話しがございましたように、非常に消防

としておかれた諸々の環境というのは厳しいと思います。ただ、言えることは、消防職団員力

を合わせて、いま与えられている環境の中で最善を努力することがですね、白老町民２万３千

人の生命財産を守ることにつながるのではないかと思って、私の立場では、やはり与えられた

環境の中で最善の努力をいたしますというお答えしか現状ではできないと思います。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） はい、佐藤です。もちろん、まず後段の消防長のご意見、よく分かり

ました。いまのおかれてる環境の中で１００パーセント以上の士気、そういうものを落とさな

いような、そんな態勢をいつも２４時間もっているということの認識はよく分かりました。 

 そこで、助役さんね、これ統合にしても市町村合併にしても時間はかなり掛かると思います

よね。いま早急にここ２、３年のうちにそういう話しがもちあって、いざ実行の段階というふ

うにはならないと思うんですが、その辺の考え方をおいておいて、そしていざ現状の段階で、

改修なりあるいは補強するなりあるいは環境整備をするということについてのいろんな問題点

があるとは思いますが、その辺の認識はどのようにもっておりますか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、山本助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） 現地、いまの場所でですね、建て替えということも実は検討の一つの

項目に入っててですね、検討した経緯もあるわけです。隣に石油スタンドがあったわけですけ

ども、これ地下タンクが入ってまして、仮にこれを買収してということのなればですね、この

地下タンクのぶんの保証も結構な金額になるというふうな事実分かりましたんで、現地での建

て替えということについてはですね、やはりちょっと問題があるのかなと。 

 それから、いまの白老町の置かれた場所はですね、鉄南と鉄北に大きく２つに分かれるわけ

ですけども、いまの人口世帯数の分布戸数からいけばですね、その状況からいけば圧倒的に鉄

北のほうにウエイトがかかってきてると、やはりこれは汽車が通過する際の信号、遮断機降り

ればですね、一刻一秒を争うわけですから、やはり場所としては鉄北でいかがなものかという

前提に立てば、自ずと場所は限定されてくるということになるんであります。 

 それで、建て替えの費用さっき私５億円というふうに申し上げましたけど、いまの鉄筋鉄骨

の建物でなくても、むしろプレハブ的なものでね、相当対応できるんでないのかと、例えばい

ま役場の隣りにある旧建設部の庁舎。あれはプレハブなわけですね。図書館も同様の工法を使

ってやってるわけですけども、あれだってもう旧建設部は２０年以上経ってるわけですから、
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今でもあの状態で維持されてるということからいけば、いまの建築技術からいけばですね、プ

レハブとはいっても相当高度なものとなってくるんじゃないのかと、そうなればかなり安い金

額でですね、低い金額で建て替えということも可能なんじゃないのかなということも、実は話

題の一つとして上がってるわけでありますので、それらを含めてですね、初期の目的が最も経

済的な法方でね、建て替えが可能だとすれば初期の目的にかなえられるんであればね、そうい

ったことも織り込みながらですね、なお検討するような方向にもっていくべきというふうにも

考えられるわけであります。 

 それから、もうひとつはですね、これは可能か不可能か分かりませんけども、いま自衛隊が

白老弾薬庫があるというようなことからいけばですね、ちょっと私この表見て気が付いたんで

すけども、千歳市の消防がですね、これ充足率１００パーセント満たしてるわけですね。１２

７名の署員抱えてるわけでありますから、自衛隊基地の街ですからそういったことにおいての

恩恵があるのかなというようなことも、ちらっと考えられたものですから、斉藤斗志二大臣が

いる間にですね、何とかその辺のこともということも、実は企画当局の方へも投げ掛けておい

たんですけども。 

 千歳がどんな手法でやってるのか、その辺も研究しておいてくれと。ちょっと余談めいたこ

とになりましたけども、そんなことも一つ頭に描きながらですね、最も経済的で補助率の高い

もので何とかいけないのかといったようなこと、いろんな角度から検討しながらですね、早急

に実現に向けて努力していかなきゃいけんだろうとこんなふうに思ってます。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君）○委員（佐藤悦夫君） いろんな選択肢のお話しも聞きましたけれども、幸いに防衛庁の話し

ってのも、俺、初めて聞くんだけども、そういうようなことが１００パーセント活用されると

すれば、それはそれにこしたことはないと思いますね。 

 そういう面からいっても、いまの山本助役の早急にするようなことも含めて、検討していく

というようなことがお話しでございますから、これ以上のことは私ども申し上げても、ここで

返ってこないと思いますが、現状の把握の中ではそういう助役さんの考え方のほうが、早急に

検討しいろんな企画を考えていくということが大事なことだなとこう思っておりますんで、そ

の辺もまた深いご理解をいただけるようなお考えにしていただきたいと、要望いっちゃだめだ

けどそう思います。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君） 私からもう一つだけ聞いておきたいことがございます。説明書の中の

北海道消防広域応援協定っていう、その内容なんですけれども、大規模災害の時には全道の消

防力を結集してこれにあたるということなんでしょうが、だいたい大規模が、難問ができたと

きに災害対策本部があってそこから指令が入って、そんな範囲の中で動くというのが基本なの

かなというふうに思うんですけど、そうするとこの協定独自の、消防署独自の活動ってい一体

なんなんだろうなということも考えるわけですけども、例えば樽前が噴火する。噴火したとき

にじゃあ消防体制というのはどういうふうに、これはこの協定の中でどういうふうに動くのか
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な。そのことと、例えばこの前の有珠山噴火の災害のときの道内５つに分けた中の一つのブロ

ックに入ってるんだろうと思いますけど、そういうときにここの消防署の態勢というのはどん

なふうに動く、それに支援活動という態勢を取ったのかどうなのか、その辺りについてちょっ

とお伺いしたいなということでございます。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。  

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。前田でございます。 

 まず道内５つでございますけども、東西南北それと道央というふうなかたちで分けておりま

して、白老町につきましては道南ブロックというブロックに該当しまして、函館の方は道西と

いう西の方の位置付けに、あとは北と東がありますけども、その中で一つ昨年の有珠山のこと

で申し上げましたら、あれは同じ道南ブロックでございます。西胆振含めまして東胆振、それ

から日高の方まで道南ブロックというかたちになっております。そこの中で、まず同じブロッ

クなものですから、要請が第１要請、第２要請、第３要請ってございまして、だんだんだんだ

んブロックが広がっていきまして、最後の第３要請までいきましたら全道、また全国というよ

うなかたちになります。 

 今回内情話しますと、政府の危機管理というようなのが、たいへん有珠山の部分で大きく働

きまして、すぐ、今回総務省になりましたけども、消防庁、国のほうが入ってきたという状況

でございまして、それらの中で最後の要請までいってしまったという状況になりました。国が

来てるんだからというようなことで、遠くは旭川の方からも消防が全部集まったような状況に

なりました。 

 その中で、うちのほうにつきましてもできる範囲の中でということで要請に応えていったわ

けでありますが、この部分では予期してなかったというようなのは、応援要請というような部

分でいろいろな災害があるんですけれども、これほど派遣の日数が長期化するとは予想はして

なかったんですけれども、なかなか終息しないというようなこともありましてたいへんな状況

だったんですが、非番員、休みの当番につきましては若干人数を、ここに書いてあります１０

名から８名に落として耐えたという部分と、あとにつきましては休みの者で最小限派遣したと

いうふうな手法を取りました。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君）○委員（斎藤征信君） こちらからいう、要請を受けて非番の人達が現地に応援に入ったと。

その程度の協力関係というしかないわけですね。それが精一杯の応援であると。樽前山のこの

噴火なんかの場合にね、どうなるのかなということを考えるんですけれども、この自治体とし

ての災害対策本部としての災害対策に対する活動ってのはね、訓練はするんでしょうけども、

消防としてのね、独自のなにかそういう計画だとかそういうものってのは持ってるものなんで

すか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、前田主幹。  

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） 災害対策本部が結成されましたら、その大小にもよりますけれ

ども、そこには各関係機関、警察ですとか国ですとか、道路ということになりましたら開発で
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すとか、そういうような部分が入って来るわけですけども、その中でその災害の状況に合わせ

て、ちなみに有珠山の場合でしたら消防のやる役、じゃお前らいって何やってきたんだという

ことになるかと思うんですけど、まず火災流にたいする対応、例えば噴火して火砕流が発生し

たよというようなことになりましら、想定される火砕流の経路に合わせて、東京消防庁なり横

浜から来てる大型の海水を汲む、また海水とか池の水を汲むすごく大きな消防車でやって、そ

してそこに貯水槽を作って、各消防から来た車で火災流の対応。失火しますんでそれをしまし

ょう。または、地域の避難民に対する対応ですとか、避難所における救急の対応ですとか。 

 あと訓練的な部分に関しましては、応援に行ってますと地理勘が、土地勘がありませんので

ここら辺も、地理推理を調査というようなそのようなこと。ですから、樽前山におきましても

そのような状況発生しましたら、ハザードマップ、危険区域、もし発生した場合にどういうよ

うな経路で火砕流が発生するだろうだとか、そのようなのが示されてございますんで、ほとん

ど白老町の場合でしたら、社台の一部、若干火砕流が流れて来る恐れがありますけれども、そ

ういうものに基づいた中で応援に来てもらった方、想定して訓練を展開していくというかたち

になっております。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、木村委員。 

○委員（木村直樹君）○委員（木村直樹君）○委員（木村直樹君）○委員（木村直樹君） はい。ここ数年で救急救命士が数名誕生してると思うんですが、実態

って、なかなか我々把握してないっていうか分からない部分があるんですが、「救急救命士が

いたために生命が救われたぞ」みたいな実例、しかし救急救命士がいても、これ病院側の指示

をあ仰がなければらないというのが原点にありまして、その辺の病院側との連携がうまく機能

してるのかどうか、それとまた今後要請をどの程度まで、救急救命士がやっていかれるのか、

その辺お尋ねします。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 前田主幹どうぞ。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい、前田です。まず１点目に救急救命士が行ったために命を

取り止めたという部分に関しましては、ちょっと件数的には把握してございませんが、これは

ございます。 

 それで、その救急救命士がどういうふうなかたちでということでございますが、これはいま

おっしゃられました通り、まずかたちとしましてはいま行っているのは苫小牧の王子病院と市

立病院に端末機械、これを置きまして、うちの方が救急救命士が行った段階で脈がないけれど

も心電図が振れてるというような部分なんです。ＶＳなんてことをいうんですが、そうなった

ときに電気ショックをかけて良いかどうかの判断を仰ぐ部分があります。 

 その部分で関して、やはりいまおっしゃられましたように若干時間がかかるっていうふうな、

救急救命士にしてみれば早くかけたいという部分で、時間がかかるっていう部分がありますけ

ども、これやっぱり医事法の関係でそれできないかたちになっておりますから、そういような

部分で若干いまありますが、今後につきましては厚生省の方からも示されてるんですが、ある

程度救急救命士と医師の信頼関係のなかで、そういうふうな部分に関しては救急救命士の判断

においてですね、当然心電図は取っておかなきゃなりませんけども、あとで教えてくれればか
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けても、事後承認というかたちでも良いですよというふうなことが、これから広まって行きそ

うです。そういうような状況にあります。 

やはり、これ今後ですね、室蘭の日鋼記念病院のほうとも交渉しておりますけれども、西部

出張所がございますんでそういうような関係もあります。虎杖浜・竹浦地区に対応するってい

うような部分も含めましてですね、これから室蘭市の方の３０医療機関も含めまして、こうい

うふうな医師との協力体制といいますか、提示態勢、それから搬送できるような態勢を進めて

行く予定です。もう今年の２月、来月から日鋼記念病院のほうについては、ドクターと救急救

命士の信頼関係と、救急救命士の技術の向上のために病院のほうで研修をさせてもらう予定に

なっております。 

 それから養成の人数でございますが、予定としましては現在３名の救急救命士の資格者おり

まして、１名がいま入校中でございます。今年の春３月一杯で帰ってきまして４名になります

が、最終的に１０名の救急救命士の養成計画を持っております。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、野村委員どうぞ。 

○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 救急車に積んでる心電図が、王子病院、市立病院に直接こう端末機に

入るようになってるんです。それで、それを見て医師が処置を指示すると。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） よろしいですか、私の方から何点か。まず１点は、先ほどから出て

るんですけども、虎杖浜の場合３名が救急で出たら空っぽになるんだと、錠を掛けていっちゃ

うんだということに対して、どういうふうに考えていらっしゃるのかなということ。地域住民

はやっぱり不安だと思うんですけど、そのことが１件。 

 それから、全町で救急車が３台あると思うんですが、いままで偶然といいますか、３台とも

出動したというケースないのかということなんですね。事件、事故の大小は別にして、３台と

も出動したということはなかったかどうか。 

 それから、これ助役さんにちょっとお伺いしたいんですが、いまちょうどたまたま予算の査

定の時期といいますか、なんか耳にしますとマイナス５パーセントでという話し聞いてるわけ

ですけども、これは消防の方についても一律マイナス５パーセントでということになってるの

かどうか。その辺ちょっとお伺いしたいと思います。以上です。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） よろしいでしょうか。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はいどうぞ、前田主幹。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） はい。それではまず、３名で鍵をかけていくという部分でござ

いますが。待機宿舎がございまして、実際上あそこには３名しかいないんですが、横といいま

すか西部出張所のほうに４戸の待機宿舎がございまして、そこの休みの人間と竹浦・虎杖浜の

在住者がいますので、そこら辺の者の駆け付けによる対応ということを考えております。 

 さらに、これにつきましても本署からもですね、即座に対応するかたちを取っておりますの

で、これ４名にいたしましてもですね、１人いても、確かに留守番にはなるんですが、実働が

できないものですから、そういうようなことも含めてですね、それであれば救急対応の部分の

３名というかたちに昨年の４月から行っております。 
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 それから、３台とも出動したことはないのかということでございますが、これはありますし

今後もそういうことは考えられます。３台とも出て、大型のですね、これからバス事故ですと

か列車事故。いろんな部分になってくればかなり傷病者なんかも、負傷者も発生する可能性あ

りますし、これから、これだけ救急件数が増えてまいりましたら、３台稼働、４台稼働という

ような部分が出てくると思いますが、いま、取り敢えずは３台、次の部分に関してはライトバ

ン。これ救急車ではございませんが赤いライトバン、消防車の緊急車になりますが、それで対

応するかたちを取っております。以上です。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい、助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） はい。いま予算の策定やってますけども、基本的にはですね、全町的

に一律５パーセントのマイナスシーリング。こういうかたちで各部局に呼び掛けてですね、協

力をお願いしております。 

 消防についてはですね、５パーセントまでには至らなくて、マイナス２．５パーセントくら

いですか。カットさせていただいたと。これはこちらが切ったんでなくて、各部局に経費の節

減の徹底を呼び掛けてですね、その結果がそういう数字だということですから、そういうかた

ちで執行は可能というこふうに判断してます。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） いまの助役のマイナス５パーセントですけども、主旨は分かるんで

すけども、特に消防なるが故にここだけは、この部分だけはどうしても去年と同じだとか、逆

にいうとプラスになるんだとか、そういう特種性があるんでないかなと思うんですけども、そ

のことについてはどうです。はい、助役。 

○助役（山本○助役（山本○助役（山本○助役（山本    薫君）薫君）薫君）薫君） はい。例えばね、もう絶対切れないってものありますよ。例えば２年

に１回の車検のものをね、「車検とるな」なんてことは言えないわけですから。これはもう絶

対必要な金ですよね。それ以外に、必要な電気であればどうしても点けておかなければならな

ければこれは点けなきゃならないわけですから、すべて消灯してね、支障のないものであれば、

例えばトイレだとかそういうものの徹底の呼び掛けだとか、節水を呼び掛けるとかあるいは玄

関のマットですね、これはオリジナルのマットでクリーニングに出すなんていうことはもうや

めようと。天気の良い日にみんなで天火干ししてね、叩いて使うようにしようだとか、そうい

う面で限り無く税金の無駄遣いをしてるともりはありませんけども、ならないようにそういう

呼び掛けをしてですね、協力いただいてるということです。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） はい。昨年消防車１台予算がついて、まだ入ってませんね。定例会

で出ました、まだものは来てないですね。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君） まだ納車されてません。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君） 時期的にそろそろ入ってくるんだろうと思うんですけど、新年度、

今度の３月定例会になるんですけども、何か補充しなければならないという大きなもの、消防

車とか救急車とかそういったことについては考えていらっしゃる。 

○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）○消防主幹（前田登志和君）    あくまでも事業費査定が終わっていませんので予定でございま

すが、来年度については分団の車が古いのがありまして、２０年ぐらい使っております。それ
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を逐次更新。これは石油の交付金でおこなう事業と考えております。 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君）    他に質疑のある方は。 

 無いようですので、以上で消防行政の今後についての所管事務調査を終了します。 

 ５分ほど休憩してから、まとめに入ります。暫時休憩いたします。 

              休  憩   午前１１時４７分 

 

              再  開   午前１１時５９分 

○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像○委員長（宗像    脩君）脩君）脩君）脩君）    休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 本日の消防行政の今後ということで、所管事務調査を行いましたが、この委員会報告の作成が残っている

のですが、どのようにいたしますか。正副委員長に一任いただければそれで作成し、定例会何日か前には委

員の皆さんにお配りしたいと思っておりますが、今日出てきた、広域行政に関すること、庁舎、充足率など、

それから車両の補充などがあると思いますが、そのようなことを載せて、委員会報告ということにしたいと

思いますが、それでよろしいでしょうか。 

    「意義なしの声」 

 そのようにまとめたいと思います。 

 それでは本日の所管事務調査を以上をもちまして終了いたします。 

                                  （閉会 １２：００） 


