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乙訓消防組合議会平成３０年第３回定例会 

議事日程第３号 

 

                         平成３０年１０月９日（火） 

                         午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開 議 

 

○出席議員（９名） 

  向 日 市    米 重 健 男 議員    小 野   哲 議員 

           福 田 正 人 議員 

  長 岡 京 市    広 垣 栄 治 議員    進 藤 裕 之 議員 

           八 木   浩 議員    福 島 和 人 議員 

  大 山 崎 町    西 田 光 宏 議員    渋 谷   進 議員 

 

○欠席議員      なし 

 

○事務局職員出席者 

           石 川 啓 司 書記 

 

○地方自治法第１２１条の規定により、説明のために出席した者（１３名） 

      中小路 健 吾    管 理 者（長岡京市長） 

      安 田   守    副管理者（向 日 市 長） 

      山 本 圭 一    副管理者（大山崎町長） 

      檜 谷 邦 雄    代 表 監 査 委 員 

      山 田 常 雄    会 計 管 理 者 

      中 島 光 雄    消 防 長 

      矢尾板 祐 司    本 部 次 長 兼 総 務 課 長  

      中 澤 明 彦    本 部 次 長 兼 警 防 課 長  

      能 勢 忠 希    向 日 消 防 署 長 

      中 尾 完 士    長 岡 京 消 防 署 長  

      垣 内 敦 吏    大 山 崎 消 防 署 長  

      小 林   薫    本 部 予 防 課 長 

      岡 本 喜代治    本 部 救 急 課 長 

 

○議事日程 

  日程 １  会議録署名議員の指名 

  日程 ２  会期の決定 
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  日程 ３  管理者の諸報告 

  日程 ４  監査報告第３号 例月出納検査の結果報告について 

  日程 ５  議案第 ６号  財産（水槽車）の取得について 

  日程 ６  議案第 ７号  平成２９年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出決算の認 

                定について 

 

○会議録署名議員 議員 

  長 岡 京 市     八 木   浩  議員 

  長 岡 京 市     福 島 和 人  議員 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

開会 午前９時５７分 

○小野 哲議長 おはようございます。少し早いですが、おそろいですので始めたいと思

います。 

  開会に先立ちまして、事務局から参考資料が席上に配付されておりますので、ご確認

のほどよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は９人であります。地方自治法第１１３条の規定による定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。 

  ただいまから、乙訓消防組合議会平成３０年第３回定例会を開会いたします。 

  それでは、日程に入ります。 

  日程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７８条の規定により、八木 浩議員、福島和人議員を

指名いたします。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○小野 哲議長 日程２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  会期につきましては、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認め、よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○小野 哲議長 日程３、管理者の諸報告であります。 

  中小路管理者。 

○中小路健吾管理者 おはようございます。改めて、よろしくお願いします。 

  本日、乙訓消防組合議会平成３０年第３回定例会を招集させていただきましたところ、

議員各位におかれましては、大変ご多用の中をご参集いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

  管理者諸報告に入ります前に、去る７月１１日、１２日の両日、先進地視察として、
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静岡県地震防災センター及び静岡市消防局をご視察いただきましたが、暑さの厳しい中、

ご視察いただきましたことについて厚くお礼申し上げます。 

  それでは、６月から８月末までの３カ月間の、火災・救助・救急・その他災害件数状

況について、ご報告いたします。 

  この間の出場件数につきましては、総計１,９４６件の出場をいたしております。内

訳では、火災１５件、救助１９件、救急出場については１,９０２件、その他災害

１０件となっております。 

  前年同期に比較して、火災は８件、救助は４件、救急は２２４件それぞれ増加し、そ

の他災害は５件減少しております。火災１５件の内訳は、建物火災が１０件、車両火災

が５件でございます。建物火災１０件のうち、住宅用火災警報器設置義務対象物は５件

あり、設置されていたのは１件でありました。 

  また、高速道路上への災害出場につきましては、火災２件、救助１件、救急６件に出

場いたしております。 

  次に、平成３０年７月豪雨災害に伴う、緊急消防援助隊派遣について御報告申し上げ

ます。 

  去る６月２９日に発生しました台風７号の影響により、西日本から東日本に停滞して

いた梅雨前線が活発化し、西日本の広い範囲で記録的な大雨となり、甚大な被害をもた

らしました。この災害により、緊急消防援助隊京都府隊として、広島県に７月１２日か

ら３１日まで、延べ２０日間、７隊３３名の救助隊員を派遣いたしました。 

  さらに、９月に発生しました台風２１号では、過去に経験をしたことのない暴風災害

となり、消防力の増強を図るため警防２号体制を発令し、災害対応に当たりました。京

都に台風が最も接近し、通過いたしました１４時から１８時までの間は、１１９番受信

回数が１９９件に上り、３５件の緊急出場で対応いたしました。 

  今後、今回の自然災害の教訓を踏まえ、災害対応に活かしていく所存でございます。 

  次に、救急の日及び救急医療週間、並びに乙訓救急フェアについてご報告申し上げま

す。 

  ９月９日の救急の日を含む救急医療週間が、９月９日から９月１５日まで全国で一斉

に展開され、乙訓消防組合といたしましては、各市役所、各消防署において、救急医療

週間の看板の掲出並びにＪＲ・阪急の各駅の電光掲示板による啓発を実施いたしました。 

  また、９月１１日、１２日に、乙訓管内のＪＲ、阪急の各駅前並びにスーパーマーケ

ットにおいて、救急隊員によるチラシの配布など、街頭広報及びのぼり旗の街頭掲出を

行い、乙訓地域住民に応急手当の重要性及び全国的に救急出場が増加していることをご

理解いただき、限られた資源であります救急医療を上手に使ってもらうことを目的に、

広報活動を実施いたしました。 

  さらに、救急医療週間に先駆け、９月７日には、乙訓医師会、乙訓保健所、乙訓二市

一町及び乙訓消防組合等で構成されております、乙訓災害・救急医療協議会の主催で、
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乙訓救急フェアを、大山崎町保健センターにおいて開催しましたところ、５８名の住民

が参加され、済生会京都府病院小児科副部長の勝見良樹先生による、「パパママ向けこ

どもの救急ケア」のご講演と、その後の救急隊員の指導によります、ＡＥＤを用いた心

肺蘇生法の体験を通して、応急手当の重要性を学んでいただきました。 

  乙訓消防組合といたしましては、今後もさまざまな形で乙訓地域の住民に、限られた

資源である救急医療についてご理解をいただき、応急手当の重要性を啓発し、乙訓地域

が今以上に、応急手当のできる街になりますよう、取り組んでいく所存でございます。 

  以上、管理者諸報告とさせていただきます。 

――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○小野 哲議長 日程４、監査報告第３号 例月出納検査の結果報告についてであります。 

  代表監査委員の報告を求めます。 

  檜谷監査委員。 

○檜谷邦雄代表監査委員 例月出納検査の結果報告を申し上げます。 

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、平成２９年度一般会計の平成

３０年５月分及び平成３０年度一般会計の５月分、６月分及び７月分の例月出納検査を

実施いたしましたので、同条第３項の規定により、その結果を報告いたします。 

  各月につきまして、関係諸帳簿、公金受払報告書、その他裏付けとなります証票書類

及び金融機関残高証明書等を照合するなど、検査をいたしました結果、計数に誤りもな

く、出納及び現金の保管等、適正に処理されていたことを確認いたしました。 

  なお、検査の対象、時期、概要及び結果につきましては、お手元にお配りいたしてお

ります報告書のとおりであります。 

――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○小野 哲議長 以上で例月出納検査の結果報告を終わります。 

  次に、日程５、議案第６号 財産（水槽車）の取得についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中小路管理者。 

○中小路健吾管理者 日程５、議案第６号 財産（水槽車）の取得について、ご説明申し

上げます。 

  本件につきましては、長岡京消防署に配置します水槽車を更新整備するものでありま

す。 

  去る平成３０年７月２７日に、６者による指名競争入札の結果、落札業者の株式会社

モリタ関西支店と、５,５５９万８,４００円で仮契約を締結したものであります。 

  取得を予定しております水槽車につきましては、配付いたしております資料のとおり

で、Ｗキャブオーバー型の５.５トンシャーシで、緊急消防援助隊による災害対応に必

要な四輪駆動を採用し、高速道路上や水利不便地での消火活動に対応するため、水槽を

従来の車両に比べ５００リットル増量し、２,０００リットルの水槽を備えるものであ
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ります。 

  当該車両の新たな装備といたしましては、水と消火薬剤の混合液に空気を圧入し、従

来よりも少量の水で消火することが可能となる圧縮空気泡消火装置を搭載し、タンク水

にて、より長時間の放水が可能となるほか、水損による被害の低減にも効果を発するも

のであります。 

  ほかにも、大規模な火災にも対応できるよう大量放水が可能な資機材を搭載し、効果

的で効率的な消火活動の強化が図れ、鎮火までの時間短縮にも効果が期待できるもので

あります。以上が概要でございます。 

  つきましては、近く契約の締結をいたしたく存じますので、よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。 

○小野 哲議長 ただいま、中小路管理者から提案理由の説明がありましたが、本件につ

いて質疑を行います。 

  渋谷議員。 

○渋谷 進議員 水と消火剤を混ぜるというのは、これまでの水槽車でも同じようにされ

ていたという理解でよろしいでしょうか。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 従来の車ですと、同じような形で、水と消火薬剤を混ぜ

て、水の蒸発を防ぐという意味で、消火薬剤で囲い込む消火をしておりました。しかし、

これは、水を主として、薬剤を湿入するという形でしたが、今回の場合は、少量の水に

対しまして薬剤を混入して、圧縮の空気によって消火をしていくということになり、大

変水の使用量が少ないという形になります。従来のものとは全く違う形式の新しい消火

機能という、そういうようにご理解をいただけたらと思います。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 というのは、当然、消火という緊急の事態での対応ですので、仕方がな

いと思いますが、いわゆる消火剤の環境負荷がどの程度あるのかという、その辺のこと

を知りたかったので、それだけ確認させてください。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 今までの泡消火装置、また今回の泡消火装置ですけども、

基本的に主成分は石鹸を利用しておりまして、これにつきましては、環境の方には配慮

した形という形での消火薬剤になっております。 

○小野 哲議長 ほかに、質疑、ございませんか。 

  渋谷議員。 

○渋谷 進議員 もう１点だけ、要するに落札、確定されたのがモリタさんということで、

お値段を見ていますと、一番安いというか、一番値段が少額のところということなんで

すけど、別にそれは値段だけでお決めになったということではないと。こちらの仕様に

対していろんなプロポーザルがあったと思うので、それを、中身を勘案して、結果とし
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てモリタさんになったというふうに想像するんですけども、そういう理解でよろしかっ

たですか。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 ６者で入札の方しております。このモリタ工業に関しま

しては、実際に日本の最大手でもございますし、そことは仕様の段階で調整の方させて

いただいておりますし、あと、もう１者、乙訓消防組合、当本部で使用しております消

防車両の主たるメーカーとも実際には、同じような形で、内容の方、調整した中での仕

様書での、こういう形での入札結果というふうにご理解をいただければと思います。 

○小野 哲議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑もないようですので、質疑を終わり討論に入りますが、討論ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  議案第６号について、原案どおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、議案第６号 財産（水槽車）の取得については、原案

どおり可決されました。 

――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○小野 哲議長 日程６、議案第７号 平成２９年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中小路管理者。 

○中小路健吾管理者 日程６、議案第７号 平成２９年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出

決算の認定を受けるに当たりまして、その概要につきましてご説明申し上げます。 

  平成２９年度は、乙訓消防組合が発足して１７年目になりましたが、その間、乙訓消

防の消防力の強化・充実を図りながら、その体制整備に努めてまいりました。 

  一方、我が国の経済状況は、８月の月例経済報告におきまして、景気は緩やかに回復

していると報告されているところであります。 

  このような状況下におきまして、構成団体であります二市一町においては、いまだ非

常に厳しい財政状況が続いている中、構成団体のご理解とご協力のもと、大山崎消防署

の改修工事や高規格救急車の更新整備を実施させていただきました。 

  また、その一方で、事務事業の見直しと効率化など、徹底した予算執行の適正化を図

ってまいりました。 

  さて、平成２９年度の決算状況でありますが、歳入といたしましては、総額２１億

７８１万１,０７８円で、前年度に比べ１億９３６万８０６円、５.５％の増となってお
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ります。 

  歳入の内容といたしましては、構成市町からの分担金が１９億２,６９８万１５０円

で、歳入全体の９１.４％を占めております。その他としましては、組合債、繰越金、

府支出金、使用料及び手数料等でございます。 

  次に、歳出でございますが、総額２０億９,５０７万３８０円で、前年度に比べまし

て１億４,７０７万３,４０７円、７.５％の増となっております。 

  内容を性質別に見ますと、人件費が１５億６,５９３万７,０００円で、歳出全体の

７４.７％を占めております。その他、物件費が１億６,５７２万４,０００円、消防組

合債償還に伴う公債費が１億１,９８８万円、投資的経費が１億８,１００万円、補助費

等は４,５６５万５,０００円でございます。その他につきましては、維持補修費、積立

金でございます。 

  決算収支につきましては、歳入歳出差引額が１,２７４万６９８円の黒字となり、実

質収支額も同額であります。 

  また、平成２９年度末の組合債の現在高は、１１億６,１１９万２,０００円で、財政

調整基金の保有高は、３,１７９万５,０００円であります。 

  以上が、平成２９年度決算の概要でありますので、よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。なお、詳細につきましては、中島消防長から説明いたしますのでよろ

しくお願い申し上げます。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 議案第７号 平成２９年度決算の詳細についてご説明申し上げます。 

  平成２９年度、乙訓消防組合では、災害に強い安心・安全なまちづくりのため、消防

防災及び救急体制の充実や予防行政の推進、警防活動技術の向上と継承の取り組みを進

めてまいりました。 

  今後とも、乙訓１５万住民を守る消防として、あらゆる災害にも対応できるよう、さ

らに技術の練磨、災害対応力の向上を目指し、住民の負託に応えられるよう、職員一丸

となって努力してまいる所存でありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、歳入からご説明を申し上げます。７ページをお開き願います。 

  款１分担金及び負担金の決算額は１９億２,６９８万１５０円で、対前年度比、

３,８６０万６,０００円、２.０％の増になっております。 

  次に、款２使用料及び手数料は、危険物許可申請手数料等の消防手数料等１００件分

１９１万１,４００円であります。 

  款３財産収入は、財政調整基金利子として４万８,７３０円であります。款５繰越金

は、前年度繰越金として、繰越明許費繰越額を含め、５,０４５万３,２９９円でありま

す。 

  次に、款６諸収入は２９１万７,４９９円で、その内訳は、組合預金利子、自動販売
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機設置使用料、１０ページをお開き願いまして、高速道路救急支弁金、研修助成などの

総務課雑入でございます。 

  款７組合債では、大山崎消防署の改修工事に伴う消防施設整備事業債の９,８６０万

円、高規格救急車の更新整備に伴う消防車両整備事業債の２,５１０万円、合わせて

１億２,３７０万円であります。 

  款８府支出金は、京都府みらい戦略一括交付金として、１８０万円であります。 

  以上が、歳入合計２１億７８１万１,０７８円の内訳でございます。 

  次に、歳出のご説明を申し上げます。１１ページをお開き願います。 

  まず款１、議会費は１２９万７,１４１円で、８７.６％の執行率であります。主な支

出として、議員報酬や議会会議録印刷、速記委託料、視察に伴うバス借上料等の経費で

あります。 

  款２、総務費は７,４４９万６,７７８円で、９６.６％の執行率であります。 

  それでは、目ごとにご説明申し上げます。 

  目１一般管理費は３,２５３万４３１円で、内容といたしまして、節１報酬は、情報

公開・個人情報保護審査会委員等１５名分、１２万円。節２給料は、特別職３名分、

３４万８ ,０００円、節７賃金は、集配業務に係るアルバイト１名分、５４万

７,０８０円、節８報償費では、衛生教育講演会講師謝礼として２０万円、節９旅費で

は、一般事務研修等に係る旅費で２０万６,４６０円。節１０交際費は、管理者交際費

として慶弔関係等９件で７万８ ,０２９円の執行であります。節１１需用費は、

４９５万９,６９３円で、内容といたしましては、事務用品等の消耗品費、食糧費、組

合広報紙等の印刷製本費であります。節１２役務費は、１８０万４,６７７円で、Ｂ型

肝炎抗体検査、インフルエンザ予防接種等手数料の執行であります。 

  次に、１４ページにまたがります節１３委託料は、職員健康診断委託料他１１件分で、

１,４２２万４６０円であります。節１４使用料及び賃借料は、庁内ネットワーク機器

等借上料他４件分で、２５５万９,８６８円であります。節１８備品購入費は、庁内ネ

ットワーク用ウイルス対策ソフト、プロジェクターなど庁用備品等の購入費で、６１万

２,１０４円であります。節１９負担金・補助及び交付金は、一般業務研修の参加負担

金２９万８,７６１円であります。節２３償還金・利子及び割引料は、前年度分担金返

還分６５７万５,２９９円であります。 

  目２財産管理費につきましては、４,１６２万８,２３１円で、内容として、節１１需

用費は２,５１０万８,１４４円で、本部・各署の光熱水費及び施設・設備の修繕料等で

あります。節１２役務費は１８万２,５４３円で、事業系ごみ処理手数料及び建物総合

損害共済保険料であります。 

  １５ページをお開き願います。節１３委託料は、各署所の清掃委託他１４件分、

１,４５２万７,３９４円であります。節１４使用料及び賃借料は、向日消防署用地借上

料で、１８１万１５０円。 
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  目３基金費につきましては、節２５積立金として、４万８,７３０円を積み立ててお

ります。 

  次に、項２監査委員費は、２８万９,３８６円で、３名分の監査委員報酬等でありま

す 

  １７ページをお開き願います。款３、消防費は、１８億９,９３９万６,９１４円、

９９.７％の執行率であります。目１常備消防費は、１７億１,８６４万８,２２２円で、

内容といたしましては、節２給料、節３職員手当等、節４共済費を含め、人件費、職員

１８６名分等で１６億８８７万７,５２７円の執行であります。節８報償費は、救急救

命士病院研修謝礼、メディカルコントロール協議会委員謝礼等で２０５万４,０８１円。

節９旅費は、消防業務研修等の旅費で１０５万５,１８０円。節１０交際費は、消防長

交際費で、消防団年末警戒の激励費等３件分、２万５,４００円であります。 

  ２０ページにまたがります節１１需用費は、５,８５１万８,６３９円で、内容といた

しましては、消防活動用の消耗品費、職員の被服費、消防車両等の燃料費、災害活動時

の飲料水等食糧費、消防年報等の印刷製本費、消防車両の車検・定期点検等の修繕料、

救急活動用の医薬材料費であります。 

  なお修繕料には、２８年度からの繰り越し事業として、はしご車のオーバーホールも

含まれております。 

  次に、節１２役務費は、９６０万３,７９９円で、通信運搬費は、電話料金等、手数

料は消防・救急用資機材点検や高圧容器耐圧点検等、保険料は、消防車両等の自賠責・

任意保険料等であります。節１３委託料は、通信指令装置保守委託料他２件分

２,３７０万８,８７１円であります。 

  次に、節１４使用料及び賃借料は、交替制勤務者の寝具借上料、消防車両等積載のガ

ス検知器借上料等で、２２４万８,２８１円であります。 

  次に、節１８備品購入費は、消防ホース等の消防・救助器具等、現場活動用備品とし

て４２１万２,３２４円を執行させていただいております。節１９負担金・補助及び交

付金は、新入職員の初任教育研修をはじめとする職員の研修参加負担金や、再任用職員

の社会保険、全国消防長会等に対する負担金、大型免許資格取得助成金、救急救命士指

示負担金等、合わせて７５１万８,４２０円であります。節２７公課費では、消防車両

等の購入・車検に伴う重量税８２万５,７００円であります。 

  目２、消防施設費は、１億８,０７４万８,６９２円で、内容といたしましては、節

１１需用費で、大山崎消防署の庁内ネットワーク及び電話の配線改修に２６９万

３,５２０円。２１ページをお開き願いまして、節１３委託料で、大山崎署改修工事監

理業務委託料として３５８万９,９２０円。節１５工事請負費では、大山崎消防署改修

工事費として１億３,８３６万５,２８０円。節１８備品購入費では、大山崎署の庁用備

品、器具費では、大山崎署の化学車に積載しております電動式救助用油圧器具、また向

日消防署の高規格救急車や当該救急車に積載する高度救命処置用資機材、合わせて



 

―10― 

 

３,６０９万９,９７２円であります。 

  款４公債費は、１億１,９８７万９,５４７円で、目１元金では、組合債元金１７件分、

１億１,３７４万８,７０７円、目２利子では、組合債利子２１件、一時借入金利子で、

６１３万８４０円となっております。 

  以上が、歳出合計２０億９,５０７万３８０円の内訳でございます。 

  なお、２３ページに実質収支に関する調書を、２４ページから財産に関する調書を掲

載しております。 

  以上、平成２９年度決算の概要説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき

ますようお願いいたします。 

○小野 哲議長 次に、決算審査結果の報告をお願いします。 

  檜谷監査委員。 

○檜谷邦雄代表監査委員 平成２９年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出決算につきまして、

去る７月１７日に審査を実施いたしましたので、その概要について報告いたします。 

  審査の方法といたしましては、地方自治法第２３３条第２項の規定により、管理者か

ら提出されました一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関

する調書及び財産に関する調書について、関係諸帳簿と照合するとともに、関係職員か

ら説明を聴取いたしました。また、計数の正確性、予算執行の適正さ、管理の状況、経

済性などを厳正に審査いたしました。 

  審査結果といたしましては、一般会計歳入歳出決算書等は、いずれも関係法令に基づ

いて作成されており、これらに記載された計数は会計管理者及び予算管理部門の関係帳

簿、証拠書類と一致しており、計数は正確であり、事務の処理状況、歳入歳出予算の執

行につきましても、適正に行われていました。 

  なお、詳細につきましては、お手元にお届けしております審査意見書のとおりであり

ます。 

  以上、決算審査報告とさせていただきます。 

○小野 哲議長 ただいま、管理者と消防長から提案理由の説明、代表監査委員から審査

結果の報告がありましたが、本件について質疑を行います。 

  渋谷議員。 

○渋谷 進議員 ３ページ、４ページで、歳入歳出の差引残額が１,２７４万、ところが、

４ページの表の一番下の予算現額と支出済額との比較が１,２４０万というふうに、

３０万ほど違うんですけど、それはどういう仕組みでそうなるのか、教えていただけま

すか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長  ４ページの歳出、これと不用額１ ,２４０万

６,６２０円、これは歳出予算における執行額との差というふうな部分で生まれた数字

でございます。それに対して、歳入歳出差引額の１,２７４万６９８円につきましては、
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それプラス歳入の方で生まれた３０万というふうなところで、その２つを足して、その

差額というふうな形になっております。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷  進議員  それと、２０ページの委託料で、通信指令装置の保守委託料が

２,３６０万になっていますが、これはハード、ソフト合わせた保守委託という、そう

いう理解でよろしいわけですか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 通信指令装置のシステムの保守、またそれに使用する

機器保守、両方合わせてのものでございます。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 それに関連して、ソフト系の補修で、総務関係で、１４ページですけど

も、幾つかの項目で対応されているんですけれども、大体ソフト関係だけで

１,０００万近く、保守点検、出てきてます。これからも、ＩＴ関係の、特にソフトの

補修というのは、当然これからいろいろ、いろんな分野に広がっていくと思うし、ます

ます複雑になってくると思うし、重要性が増していくと思うんだけども、それに対して、

まず消防の中で、いわゆるＩＴのソフト関係のスキルを持ってる職員さんというのは、

どれぐらいいらっしゃいますか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 ソフト関係のスキルを有する、その資格的な部分にな

りますと、ちょっと把握をしておりませんけども、一応それに長けた者については、総

務課の情報管理係の方に配置させていただいて、セキュリティ管理等々していただいて

おります。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 基本的に、特にＩＴ関係というのは、売り手市場といいますか、なかな

か使う側が扱い切れないといいますか、どうしてもメーカーの言いなりになりがちな分

野ですので、その辺、向こうの言いなりになるというのも、一つの行き方なんですけれ

ども、その辺、いわゆるＩＴ関連についての、乙訓消防側の何か主体的な、向こうの言

いなりになるだけじゃないというふうな、そんな考え方というのはお持ちかどうか。 

  特にＩＴ関係の今後の進展に向けて、その辺の考え方をひとつまとめておくというか、

方向を出しておくのが必要だと思うので、その辺の考え方をお聞かせ願えますでしょう

か。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 消防職員、特に事務系は苦手な方でございますけれども、今、情報管

理係と総務課の方に、長けた者に研修を受けさせております。また、そういうＩＴ関係

の者を採用するに当たりましては、二市一町のそういう関係のところと、また京都府下

の消防本部との連携等といいますか、情報を適宜収集させていただいて、今後ともその
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ようにやっていきたいと思っております。 

  また、ＩＴ関係の研修がございましたら、どしどしと職員を派遣させていただいて、

今後とも取り組んでいきたいと思っております。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 本当に、マンパワーも少ない、財源も少ない中で、大変だというのは承

知しております。その中でよく頑張っておられると思っておりますが、やっぱりその辺

の、ＩＴも、メーカーあるいは保守業者に、何か丸投げという考え方だけは、ちょっと、

そういう方に陥っていただかないように、今やっていただいているように、これからも

続けていただきたいというふうに要望しておきます。 

○小野 哲議長 ほかに、質疑、お願いします。 

  渋谷議員。 

○渋谷 進議員 １４ページの公会計制度への移行の話は、進捗はどうなっておりますで

しょうか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 公会計制度につきましては、平成２８年、公会計制度

の制度構築というふうなことで、委託をさせていただきまして、固定資産税台帳の整備、

そして貸借対照表の作成というようなところで、させていただいています。 

  ２９年度については、構築した制度の運用支援ということで、財務諸表、これの作成

支援、そしてその財務諸表の作成による検証でありますとか、あと、財務諸表の公表に

ついての支援、また実際にシステムを運用する上での運用マニュアルの作成といったと

ころで、委託をさせていただいて取り組んでいるところでございます。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 今、一生懸命頑張っていただいてる最中だということだと思うんですが、

それがこの決算に、一部もう反映されていると思うんですけども、トータルで反映され

るというのは、いつごろになると見たらよろしいでしょうか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 財務書類の作成については、２９年度の財務諸表、実

は、ついこの間、上がってまいりました。ですので、決算書にはつけられませんでした

けれども、３月の予算議会のときに、資料としてつけさせていただきたいと考えており

ます。 

○小野 哲議長 ほかに、質疑、お願いします。 

  進藤議員。 

○進藤裕之議員 １点だけ確認させていただきたいんですけども、平成２９年度の人事評

価制度の運用状況、教えていただければと思います。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 人事評価制度につきましては、平成２７年度、こちら
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の方で制度設計をさせていただいて、２８年度においては、その設計した制度に基づい

て、試行運用させていただいた年でございます。 

  ２９年度におきましては、今度は目標の設定でありますとか、評価、そして面談記録

等々、こういったことをシステムに入力をさせていただきまして、一元管理をさせてい

ただき、そのシステムを利用しての本格運用という形で、その本格運用が円滑に進むよ

うに、委託の方、支援委託というふうな形で、目標設定の職員に対する研修であるとか、

設定した目標の適正化会議でありますとか、あと、評価者に対する評価研修であるとか、

また、実際の評価に対する検討、分析といった部分で支援をさせていただいております。 

  ２９年度に行いました、その結果でございますが、目標について、なかなか評価者の

方が、それを達成できたかどうかといった部分が、はっきりとわかるような目標にしな

ければならないというようなところがありまして、例えば、それが数値目標であったり、

成果物の目標であったりと、いうふうな形になるわけでございますけども、まだまだそ

の努力目標的なものを掲げておられる職員さんが多数おられるというふうなご指摘を受

けました。 

  また、評価の結果の分析におきましては、課によって、その課の職員は高めの点数で

ありますけども、ある課は低めであるといった、評価に対するばらつきが見られると。

ある意味、それは評価者それぞれ性格も違いますし、見る上でのポイントといいますか、

重きを置く点も違うので、当然出てくることとは思いますけども、今後のことを考えま

すと、やはりすべての評価者が同じ物差しをもって評価をさせていただけるように、そ

のばらつきがなくなるようにというふうなことで、この辺につきましては、引き続き研

修等々で養っていかなければならない点かなというふうには考えております。３０年度

についても、また引き続き運用支援業務で今やっていただいている最中でございます。 

○小野 哲議長 進藤議員。 

○進藤裕之議員 日々の業務の中で、面談、目標設定に対する例えば面談であったりとか、

中間チェックというのは、されているのかどうか、ちょっとわからないですけど、年度

末において、最終、また評価結果に対しても、その職員さんにフィードバックしていく

というような、そういったところもまた必要になってくると思うんですけども、本当に

日々の業務の中で、そういう面談時間というのは、十分とれてますでしょうか。 

○小野 哲議長 矢尾板本部次長兼総務課長。 

○矢尾板祐司本部次長兼総務課長 各署、また本部各課によって、それぞれ状況が違うと

思いますけども、空いた時間の中で、できるだけ職員一人ひとりに面談の時間を割いて

対応していただいているというふうに理解しております。 

○小野 哲議長 進藤議員。 

○進藤裕之議員 そういった中で、本当にいろいろ課題等々は、２９年度、本格運用され

てきた中で、これからもまた出てくるかと思うんですけれども、やはり職員さんにやり

がい感が出てくるためのものであるというふうに思っておりますし、そういった中で、
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職員さんの研修状況というのも、実際に見させていただくと、なかなか人事評価制度と

その運用の実際というのも、５日間の研修で受験者２人とか、本当にそういった方々が

行って、もう一遍署に帰ってきて、フィードバックをしていくというような取り組みも、

ぜひお願いしたいと思いますし、そういった中で、ぜひいろいろな諸課題等々は、今後

もまた対策、改善に向けて、取り組みを進めていただきながら、より良いものにしてい

ただくようにお願いさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○小野 哲議長 ほかに、質疑、お願いします。 

  米重議員。 

○米重健男議員 今年度の地震、大雨、台風等災害が続きましたけれども、特に台風に関

しては、初めての暴風雨災害だということで、現状での対応能力の分析等、今後の課題

というのがあれば、お聞かせいただきたいと思うのですが。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 特に、台風２１号に関しましては、管理者諸報告の方に

も入れさせていただきましたけれども、台風が最接近した１４時から約４時間、５時間

ほどの間で、当消防本部、基本的には１１９番、年間平均で１日につき２０件ぐらいと

いう統計になっております。 

  それが、３時間、４時間ほどの間におきまして、実際には２００件近く、１１９番を

受信するという、そういう対応で、大変、人員的に非常に厳しいということがわかり

まして、そこで一度検討するということで、検討いたしまして、幹部会議の中におき

まして、特に台風でも直撃する可能性のある台風におきましては、事前に会議を行い

まして、そこで消防署また消防本部の体制を構築しようということで、今回、台風

２４号に関しましては、消防本部、警戒体制というのから４号体制までということで、

５段階で招集の計画を立てております。その中で、警防３号体制という形で、非番員

全員を招集いたしまして、１２９名体制の中で対応するという形で、それと１１９番

の受け方、また市町の、警戒対策本部とどのような形で情報をやりとりするのだと、

そういうことを検討の方しております。 

○小野 哲議長 米重議員。 

○米重健男議員 人員が不足するということで、体制を強化された後は、一応、人手が足

りていたという理解でよろしいでしょうか。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 そのとおりでございます。台風２４号につきましては、

偶然にも、あまり大きな被害がございませんでしたが、この体制で十分いけると、その

ように確信をしております。 

○小野 哲議長 ほかに、質疑、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑もないようですので、質疑を終わり討論に入ります。討論ございませ
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んか。 

（「なし」の声あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  議案第７号について、原案どおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、議案第７号 平成２９年度乙訓消防組合一般会計歳入

歳出決算の認定については、原案どおり認定されました。 

――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

  以上で、本日の議事日程は、全部終了いたしました。 

  この際でありますので、何かほかにございませんか。 

  福島議員。 

○福島和人議員 今日もらっている報告書にちょっとからむので、ここでやっていきたい

のですけども、住宅火災警報器の設置の普及と啓発、ずっと頑張ってもらってるのだけ

ども、今回、特に火災警報器のからみで、５件、設置義務があるところで１件しかなか

ったということで、これ、残りの４件、もし火災警報器が働いていたら、ここまで火事

になったのかどうか、そこら辺の判断、どうですか。 

○小野 哲議長 中澤本部次長兼警防課長。 

○中澤明彦本部次長兼警防課長 この資料のとおりでいきますと、約５件の建物火災がご

ざいました。この中で、実際には１件だけ、建物の中に住宅火災警報器の設置をされて

おります。これにつきまして、消防の火災原因調査の中で、一応全て聴取をして、必ず

フィードバックをするという形にしておりますけども、これにつきましては、作動はし

ていなかったと。実際にはついていたのですけども作動はしていなかったという形でご

ざいます。これにつきましては、作動がしていれば必ず小規模の火災で終結したのでは

ないかと、そのように考えております。 

  あとにつきましては、実際に設置の方がされておりませんでしたので、これにつきま

しては、どのような状態で延焼するかはわかりませんけども、つけていただければ必ず

効果は上がるものと、そのように考えております。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 作動してなかったのであれば、もう少し、こんな大きくならなかったと

思います。それで訪問とかいろいろやって、啓発も頑張ってもらってるんですけども、

今、これ、取り付けというか、義務、もうこれ始まって十年近くなるんですけど、乙訓

の状況って、どうなんですか。 

○小野 哲議長 小林予防課長。 

○小林 薫本部予防課長 国にも報告してますとおり、８１.９％、平均で今現在ついて

いるという状況でございます。今後につきましても、広報誌での広報、並びに、今度、

長岡京市さんで実施されますＦＭおとくに等で広報して、設置率を上げていきたいと思



 

―16― 

 

っております。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 設置も８１.９％まで上がっているということで、かなり努力していた

だいて、啓発もできていると思うので、今もありました、いろんな方法でまたしっかり

努めてください。ありがとうございます。 

○小野 哲議長 西田議員。 

○西田光宏議員 私はこの４年間議会の方に寄せていただいて、本当にありがたかったで

すけれども、ちょっと消防長の任期ということも兼ねて、３名、長谷川消防長、上田消

防長、中島消防長と変わられておられます。 

  条例で、平成２６年４月の消防長及び消防署長に関する条例というのもあるんですが、

４年で３人というのは、多いのかな、少ないのかなという気がちょっとしております。 

職務に対しても、もう少しスパンを持たれた方がいいのではないかという気もします

ので、乙訓に１７年間、消防長さんは何人変わられたんでしょうか。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 組合消防になってから、私が８代目の消防長になりますので、８人で

ございます。 

○小野 哲議長 西田議員。 

○西田光宏議員 その中で、消防長のお役目を、大変重要なお役目ですが、どのような、

スパン的には、１年とか２年とか、どれくらいが一番平均的なんでしょうか。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 短い者であれば、私と上田消防長と、もう１名だけが１年というのが

ございます。ほかの者につきましては、大方３年もしくは４年の者もございますけれど

も、平均して大体２～３年という形になるんじゃないかなと思います。大体３年ぐらい

が平均的な消防長の任期ですけども、全国的にも、大体３年くらいの方が多いですが、

消防本部によりましたら、長い期間もあります。また１年というところもございます。 

○小野 哲議長 西田議員。 

○西田光宏議員 ありがとうございます。私から言うのも変ですが、それなりの、消防長

としての年数があるのがいいのかなと思いますし、もちろん１年の方が悪いという意味

ではございませんけれども、できるだけそういうふうな人事であればなというふうに感

じております。 

○小野 哲議長 福田議員。 

○福田正人議員 一連の台風、大雨、地震、特に２１号の場合は、頻繁に、勧告であると

か指示、いろいろ情報が出ましたけども、なかなか、我々が接している市民の方にお声

を聞くと、避難指示が出ても、まあ大丈夫だろうというふうなことで、なかなか避難所

に足を運ばない、しかし、実際問題、２１号の風というんですか、暴風で、本当に危機

感を持たれて、２４号の場合は、割に、今回は避難しようと、そういう形をとられた方
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が多いんですけど、今後、台風にしろ、ゲリラ豪雨にしろ、本当に想像を超えるような

災害が今後発生する可能性はあると。 

  そういう中で、避難準備情報から始まって、避難勧告、避難指示はめったにあれでし

ょうけども、これを、消防だけでなく、行政も全体としての取り組みの課題であると思

いますけども、乙訓消防として、これをどういうふうに一般市民の方に、きちっととど

めていただいて、とっさの判断につなげていただけるか、みたいなところの考え方があ

りましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 避難指示、勧告等につきましては、各市町の方からの発令されます。

乙訓消防組合からにつきましては、何もありませんけれども、今、災害が多数、今年特

にそうです、私が就任してからは、本当に災害が多くて、大変職員にも迷惑をかけてい

るところでございます。 

  その中でも、消防訓練等、また防災訓練等につきましても、消防の方からのこういう

指示があったら、指示が出るまでに出ていくような指導とか、逆に住民さんも、今こう

いう災害が多いので、防災的な、各市町でやられておりますけれども、出前講座とか、

そういうのが結構多いと聞いております。そういうところでもやられておりますし、私

ども消防本部でも、機会がございましたら消防訓練等につきましても、その都度災害に

対応するハザードマップ等の説明等もさせていただいていこうとは思っております。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 今日出していただいた、この災害救助、救急の最近の動向なんですけど

も、救急出場が７月だけ、６月、８月と５０件代、５２件、１２２件になっているとい

うのは、これは７月の猛暑との関係だというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○小野 哲議長 岡本救急課長。 

○岡本喜代治本部救急課長 議員のおっしゃるとおり、７月の猛暑ですけれども、かなり

異常な気温上昇がありまして、熱中症も去年に比べて７割ぐらいその件数が増えたとい

うことがございました。 

  年々異常気象がありますので、高齢化が進む中、基礎疾患をお持ちの方がおられまし

たら、こういう夏場に救急出場が増えるということは考えられます。 

○小野 哲議長 渋谷議員。 

○渋谷 進議員 これも、一種の自然災害になるんじゃないかと思うんです。それを消防

でどうこうというのも、ちょっと方向が違った話であるのは承知してるんですけども、

実際、救急ということになると、消防の方のお世話になるということで、こういう猛暑

とか熱中症とか、こういった事態がこれからも当然、高齢化も進んで、場合によったら

起こるということも考えられますので、その辺についてのお考えというのが、もしあれ

ば。 

○小野 哲議長 岡本救急課長。 
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○岡本喜代治本部救急課長 おっしゃるとおり、我々、そういう災害、救急、そういうの

が起こった時点で動き出すという仕事ですけれども、やはりその予防的なことはやって

いかなければいけないと。予防救急、災害でもそうですけど、それには、やはり行政だ

けではなしに、一般の方も巻き込んで、そういうことを広報していって、皆さんに知っ

てもらう、こういうときはどうするかということも含めて、これからも応急処置も含め

て、そういう災害のところの分も広報していかなければいけないと、そう感じておりま

す。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 今年、今もあったように、猛暑、すごかったと思うんですけど、テレビ

等でも聞いたんですけど、救急隊がもう頻繁に出てる状態で、隊員とか、給水とか、そ

こら辺の休憩とかいうの、どんなふうに対応してたのか、ちゃんとできてたのか、どう

ですか。 

○小野 哲議長 岡本救急課長。 

○岡本喜代治本部救急課長 救急出場に関してですけれども、当然、災害、火災とか、そ

ういうのは、年々高齢化に伴い救急出場は増えております。隊員の方は、日ごろから、

当然救急隊でありますので、そういう体のバランスとか、熱中症対策、万全を期してお

りますけれども、かなり、今年の猛暑の中で、現場なんかではかなり汗をかいたりして、

隊員が熱中症になる可能性もございますので、その辺は、搬送先の病院等で必要であれ

ば水分補給等も含めて、活動の中に取り入れていくということで、これも前から言って

るんですけども、なかなか現場の途中で、そういうコンビニ等に寄るということはでき

ませんけれども、病院の方で水分の補給をすることは伝えております。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 ある市では、コンビニに入る、隊員の水分補給だということで、ホーム

ページとかで流して、市民の了解をもらいながら、対策もやったということもあります

ので、隊員の健康管理という面で、そこら辺、しっかりまた、こういう猛暑がこれから

も続くと思うので、またよろしくお願いします。要望しときます。 

  あと、ここで確認しておきたいんですけど、長岡が建てかえ終わって、大山崎署もこ

の２９年度、全面改修が終わりました。今後、あと残ってるのは向日署なんですけど、

どんな計画になるんですかね。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 向日消防署につきましては、今現在決まっておることは、もとの向日

市の市民会館跡地を活用させていただいて、建てさせていただくと。来年度に基本設計

と実施設計をさせていただくと。再来年度に工事着手、最終、その次の年、平成３３年

度の末には、今の現消防署を壊して終了という形で、今現在、向日市さんの技師さんの

方とうちの建設委員会の委員の方とで協議しておるところでございます。 

○小野 哲議長 福島議員。 
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○福島和人議員 土地は、行政区なんで、そちらで用意してもらうので、ここの場所では、

もうそれをとやかく言う場所ではないんですけども、ここは消防組合ですので、その建

つ消防署のこれからの運用の仕方、安全面、そこら辺はここでしか議論できないと思う

んですけど、今言ったように、公民館の方の跡地を活用されるということで、そういう

ことで、そこの消防署が建ったときに、イメージ的にあそこの場所で、本来の消防の出

動とかに支障がないのかなという論点は、ここではできないのか、やっていいものなの

か、ちょっと聞きたいんですけども。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 今、計画してる図面でありますと、西側の方にガレージが向いてまし

て、西側から北、南の方へ出場すると。東側につきましては、一度西側へ渡って、交差

点を右折して東側へ移るというような形の考察をしております。 

  なお、今ある向日消防署の前の敷地は道路まで約７メートルしかございません。今回

計画しておりますのは１０メートル以上を考えておりますので、中で旋回できるような、

消防車が帰ってきても旋回して車庫へ入れられるような幅をもたせておりますので、そ

の点につきましては、今のところ大丈夫であるかなとは思っております。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 あそこは、今土地が２メートルほど上がってるんですけども、そこら辺、

上に建つのですけど、どんな感じ、イメージしたらいいのかな。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 今現在の建物、まだ建築物がございます。まだ更地ではございません

ので、どれだけの勾配があるかというのは、なかなかわからないんですけども、向日市

さんの技師さんのお話では、１０メートル、セットバックした形で庁舎を建てても、で

きるような形で、東側については地下１階になるのか、もしくは土盛りをさせていただ

いて、ＧＬを前の物集女街道に合わせるかどうかというのは、まだこれからの協議の段

階でございます。 

○小野 哲議長 福島議員。 

○福島和人議員 もう１点、今、西側の方へ出入り口ができるというんだけども、あそこ、

ゼブラゾーンつくって、緊急車両の出入り、それを使うんでしょうけど、交差点がすぐ

間際にあるんだけど、出たところですぐに信号って、前の車何台か止まってるのに、そ

こへ消防車、救急鳴らして、信号を待たずに行けますか、そこらの調査とかはやってい

くのですか。 

○小野 哲議長 中島消防長。 

○中島光雄消防長 私は建設委員会の方には入っておりませんけれども、そこらの状況も

調査させていただいて、どのような道路状況をつくるかというところも考えていかなけ

ればならないところでございます。 

  また、今あります物集女街道につきましては、若干拡幅工事がございまして、右折
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レーンと直進レーンとが、きれいに分かれるような形ですので、今の状態よりは、若干

はましかなとは思っております。 

○小野 哲議長 進藤議員。 

○進藤裕之議員 将来的に、建ってしまうと、もうこれがずっと市民の財産を守る大事な

拠点となりますので、そこら辺もしっかり踏まえた上でしっかり議論していただきたい

と思いますので、要望しときます。 

○小野 哲議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、ご意見もないようですので、ここで、今月に実施されます大山崎町議会議

員の改選に伴い、大山崎町から選出の２名の議員におかれましては、任期中最後の消防

組合議会になりますので、ここで一言ずつご挨拶をいただきたいと存じます。 

○小野 哲議長 渋谷福議長。 

○渋谷 進副議長 どうも、皆さん、この２年間、本当にお世話になりました。ありがと

うございます。消防議会、消防組合の、本当にこれから自然災害が増えていくだろうと

いう時代のもとで、皆さんの命を守る上で大変大事なお仕事になってきます。ぜひとも

皆さんのご活躍を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○小野 哲議長 西田議員。 

○西田光宏議員 皆さん、４年間ありがとうございました。１期分、消防２回、乙訓消防

議会議員として、ここに来させていただきました。消防団時代から消防に関してある程

度の知識を持ってきたつもりでございましたが、皆さんが本当に活躍されている中身を

知り、またその運営にかかわる皆さんのことを知り、本当に大変ご苦労なさっているん

だなと感じております。 

  今後とも、乙訓の住民の財産、生命を守っていただくことを、一生懸命やっていただ

くことをお願い申し上げまして、お別れのご挨拶とさせていただきます。本当にありが

とうございました。 

○小野 哲議長 ここで、山本副管理者から発言の申し出がありますので、この際これを

許可します。 

  山本副管理者。 

○山本圭一副管理者 ただいま、議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶申し上

げたいと思います。 

  私、平成２６年１２月から、この乙消の副管理者として務めさせていただきました。

この乙訓１５万都市、本当に災害に強い安心安全なまちづくりのために、一生懸命させ

ていただきました。その中でも、いろいろ議員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、本当

に感謝のお礼を申し上げたいと思います。 

  これから、本当に自然災害が多い年度になってくるのかなとは思うんですけども、こ
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の乙消が今後ますます発展しますように、１５万人の安心安全を守っていただきますよ

うに祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本当にお世話になり、

ありがとうございました。 

○小野 哲議長 それでは、これをもちまして、乙訓消防組合議会平成３０年第３回定例

会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

閉会 午前１１時１２分 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
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