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議 事 日 程（平成 28年６月６日  午後２時00分開会）  

 

日程第１   選  第１号   枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙  

日程第２          議席の指定について  

日程第３          会期の決定について  

日程第４   選  第２号   枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙  

日程第５   選  第３号   枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任について  

日程第６   議案第 10号   枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意について  

日程第７   議案第 11号   枚方消防署中宮出張所建替工事請負契約の締結について  

日程第８   議案第 12号   はしご付消防自動車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結につ

いて  

日程第９          一般質問  

 

本日の会議に付した事件  

日程第１から日程第９まで  

 

消防組合議会事務局職員出席者  

 事 務 局 長    藤  木  浩  介  
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（午後２時 00分）  

○藤木浩介事務局長  議員各位におかれましてはご多用のところ、消防組合議会にご出

席くださいまして、まことにありがとうございます。ただいまから平成 28年第２回枚

方寝屋川消防組合議会定例会を開会させていただくわけでございますが、両市とも役

員改選があり、議長、副議長とも欠いております。そこで、議長が選挙されますまで

の間、地方自治法第 107条の規定に基づき、年長の議員に臨時議長をお願いいたしたい

と存じます。  

 それでは、本日ご出席をいただいております議員のうち、千葉議員に本日の臨時議

長をお願いいたしたいと存じます。  

 千葉清司議員をご紹介いたします。千葉議員、よろしくお願いいたします。  

○千葉清司臨時議長  こんにちは。ただいまご紹介を賜りました千葉でございます。地

方自治法第 107条の規定により、臨時に議長の職務を行いますので、何とぞよろしくご

協力方お願い申し上げます。  

 最初に、改選後初めての議会でございますので、議員及び理事者双方の自己紹介を

お願いいたします。  

 それでは、理事者側、管理者側から順に自己紹介をお願い申し上げます。  

（理事者  自己紹介）  

○千葉清司臨時議長  理事者側の自己紹介が終わりました。  

 続いて、議員の自己紹介を、演壇に向かって前列の左より右へお願い申し上げます。

それでは、井川議員からお願いいたします。  

（議員  自己紹介）  

○千葉清司臨時議長  以上で自己紹介を終わります。  

 次に、議員の出席状況について、職員に報告をさせます。  

○藤木浩介事務局長  ご報告申し上げます。本日の会議の出席議員は 16名、全員出席で

ございます。  

○千葉清司臨時議長  ただいま報告させましたとおり、出席議員は定足数に達しており

ますので、これから本日の会議を開きます。  

 議事進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただいまご着席の議席と指定い

たします。  

 開会に際し、管理者の挨拶を受けます。伏見隆管理者。  
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○伏見隆管理者  平成 28年第２回枚方寝屋川消防組合議会定例会の開会に当たりまして、

一言ご挨拶申し上げます。  

 議員の皆様には、両市における６月議会をはじめ何かとご多用のところ、ご出席を

賜りまことにありがとうございます。  

 先日、枚方、寝屋川両市の議会におきまして、それぞれ本消防組合への派遣議員を

選出していただいたところでございますが、本消防組合議員にご就任されました皆様

におかれましては、何とぞ、本消防組合の発展のため、ご指導、ご協力を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。  

 さて、本年４月 14日の夜と４月 16日の未明の二度にわたり、震度７を観測する熊本

地震が発生し、今なお熊本県から大分県にかけて活発な地震活動が続いております。

新聞やテレビで報道される災害の惨状を目の当たりにいたしまして、危機管理の必要

性を改めて痛感するとともに、近い将来、高い確率での発生が予測されています南海

トラフ巨大地震への不安が駆けめぐりました。お亡くなりになりました方々のご冥福

と被災地の１日も早い復旧、復興を祈念いたしますとともに、何よりも市民生活の安

全と安心の確立に全力で取り組んでいかなければならないとの思いを一層深めたとこ

ろでございます。  

 このたびの大惨事を受け、本消防組合では、枚方・寝屋川両市の消防防災体制を確

保しながら、４月 16日から緊急消防援助隊の大阪府隊として、熊本県阿蘇郡南阿蘇村

に総勢 14隊 50名の職員を派遣し、余震の続く大変危険な状況の中で、昼夜を分かたず

住民の検索・救出活動に従事いたしました。今後も、安全や防災に対する市民の関心

や期待が一段と高まる中、今回の地震で得た教訓を生かしながら、市や消防団、自主

防災組織など、関係機関と一体となって、地域の防災力の強化や広域防災体制の整備

など、危機管理体制をさらに充実してまいります。  

 火災の発生につきまして、本消防組合では、昨年同時期と比較して特に建物火災が

増加し、火災による死者数も上回る状況であり、特にお年寄りが犠牲になっておられ

ます。そのため、車両巡回による広報を強化するとともに、ホームページなどを通じ

て市民に火災予防を呼びかけているところでございます。  

 新消防本部庁舎の免震ゴム装置の偽装問題につきまして、工期遅れに係る損害や当

該事案に対応した人件費等の損害額を構成市や顧問弁護士と調整を図りながら算定し

た上で、現在、東洋ゴム工業株式会社に対して損害の請求を行っているところでござ
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います。本件につきましては、同社からの回答があり次第、消防組合議員や構成両市

の市議会議員の皆様をはじめ市民の皆様に対しご報告をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 現在着手しています枚方消防署中宮出張所の建替工事につきまして、先日入札を終

え、本定例会におきまして、当該工事の請負契約の締結の議案を提案させていただい

ており、その後、速やかに着工していきたいと考えておりますので、議員の皆様には

何とぞよろしくお願い申し上げます。また、建設期間中、同出張所管内における定期

的な車両巡回を実施し、火災予防広報活動を強化するとともに、周辺の署所と連携を

図りながら、消防力の維持向上に努めてまいります。  

 救急医療体制の充実強化といたしまして、今年度からスタートいたしました第４次

将来構想計画では、心肺停止状態等の重篤な事案や集団災害等多数傷病者事案等が発

生した場合には、関西医科大学附属病院高度救命救急センターを基点として出動する

ドクターカーシステム体制の構築に向けた検討が課題となっております。そのため、

本消防組合では、構成両市に加え広域的な観点から交野市にも参画をいただき、「枚方

市、寝屋川市及び交野市市域におけるドクターカー導入の検討会」を設置し、現在検

討を行っているところです。  

 本検討会では、ドクターカーによるさまざまな効果や導入に係る経費など、費用対

効果をしっかりと検証し、明らかにした上で各市が導入の可否を判断していく運びと

なっており、議員の皆様には全員協議会などを通じてご説明、ご報告させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。  

 平成 18年の消防組織法の改正により市町村の消防の広域化が全国的に推進され、ま

た、将来にわたり人口減少が予測される中、本消防組合では、近隣消防本部との広域

消防体制の強化に向け検討を進めることが課題となっております。そうした中で、本

消防組合では、昨年７月から消防指令業務の共同運用を実施している交野市消防本部

との間で「枚方市、寝屋川市及び交野市における消防の広域化研究会」を設置したと

ころであり、本件につきましても、今後、全員協議会などを通じて議員の皆様にご報

告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 このように、本消防組合ではさまざまな課題を抱えている中で、今後も枚方・寝屋

川両市の市民の皆さんの目線に立って健全な財政構造の確立に努めながら、市民から

信頼される消防組合を目指し、消防行政運営を適正に執行してまいります。  
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 また、今年も梅雨前線の活動の活発化による集中豪雨や突発的な局地的豪雨、猛暑

による熱中症などの発生が危惧される中、安心・安全なまちづくりに一層の努力を重

ねてまいりますので、議員の皆様におかれましては、温かいご指導、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。  

 本日は、先ほど申し上げました議案以外にも正副議長の選挙、議会運営委員会委員

の選任、監査委員の選任同意、はしご車の艤装請負契約の締結の議案を提案させてい

ただきますので、何とぞよろしくご審議の上、ご同意、ご可決いただきますようお願

い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。  

○千葉清司臨時議長  伏見隆管理者の挨拶が終わりました。  

 次に、議事日程について、職員に報告をさせます。  

○藤木浩介事務局長  議事日程  

日程第１  選  第１号  枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙  

日程第２        議席の指定について  

日程第３        会期の決定について  

日程第４  選  第２号  枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙  

日程第５  選  第３号  枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任につい

て  

 以上です。  

○千葉清司臨時議長  ただいまの議事日程により、本日の会議を進めます。  

 次に、職員に諸般の報告をさせます。  

○藤木浩介事務局長  ご報告申し上げます。  

 例月現金出納検査の結果でございますが、平成 27年度平成 28年３月分、４月分及び

平成 28年度４月分をお手元に配付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 次に、消防組合議会議員名簿及び平成 27年度情報公開制度及び個人情報保護制度の

運用状況並びに消防概要をまとめました「ひらね 119」をお手元に配付しておりますの

で、ご参照いただきたいと存じます。  

 以上で諸般の報告を終わります。  

○千葉清司臨時議長  諸般の報告が終わりました。  

 これより、日程第１  選第１号  枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙を行います。  

 配付いたしております議案書に臨時議長名が記入されていませんので、議案書の臨
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時議長欄に、「千葉清司」とご記入願います。  

 お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定による

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）  

○千葉清司臨時議長  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。指名の方法については、臨時議長において指名することにした

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）  

○千葉清司臨時議長  ご異議なしと認めます。  

 よって、臨時議長において指名することに決しました。  

 議長に岡林薫議員を指名いたします。  

 お諮りします。ただいま指名いたしました岡林薫議員を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）  

○千葉清司臨時議長  ご異議なしと認めます。  

 よって、ただいま指名いたしました岡林薫議員が議長に当選されました。  

 岡林薫議員に、本席から、会議規則第 29条第２項により、議長の当選を告知します。

これより、議長当選の挨拶をお願いすることといたします。  

 岡林薫議員。  

○岡林薫議長  それでは、議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  

 このたび、不肖私が、皆様方のご推挙により議長の要職に就任をさせていただきま

した。身に余る光栄でありまして、その与えられた責務の重要性を考えると、改めて

身が引き締まる思いでございます。皆様方のご推挙をいただきました以上は、議長と

して、消防行政のより一層の充実発展に寄与すべく、誠心誠意努力してまいりたいと

決意をしております。どうか皆様方のご指導、ご協力を心からお願い申し上げまして、

簡単ではございますが就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。 

○千葉清司臨時議長  挨拶が終わりました。それでは議長と交代いたします。  

 岡林薫議長、議長席にお着きください。  

○岡林薫議長  千葉議員、大変ご苦労さまでございました。これより議長の職を行いま
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す。  

 それでは、初めに、日程第２  議席の指定を行います。  

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定いたします。議員

の皆様の氏名と議席番号を職員に朗読させます。  

○藤木浩介事務局長  １番井川議員、２番岡議員、３番岡沢議員、４番岡林議員、５番

北川議員、６番木村議員、７番工藤議員、８番坂光議員、９番髙見議員、 10番千葉議

員、 11番西田議員、 12番丹生議員、 13番野村議員、 14番松岡議員、 15番森本議員、 16

番八尾議員、以上です。  

○岡林薫議長  ただいま朗読させたとおり、議席を指定します。  

 次に、会議規則第 70条に基づく会議録署名議員を議長において指名いたします。１

番井川議員、３番岡沢議員。以上のとおりです。よろしくお願いいたします。  

 続いて、日程第３  会期の決定についてを議題といたします。  

 お諮りいたします。本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

異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日といたしま

す。  

 次に、日程第４  選第２号  枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙を行います。  

 配付しています議案書に議長名が記入されていませんので、議案書の議長欄に「岡

林薫」とご記入願います。  

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、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。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  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。  

 これから指名推選を行います。  

 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しまし
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た。  

 副議長に北川健治議員を指名いたします。  

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました北川健治議員を副議長の当選人と定

めることにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認めます。  

よって、ただいま指名いたしました北川健治議員が副議長に当選されました。  

 北川健治議員に、本席から、会議規則第 29条第２項により、副議長の当選を告知い

たします。これより、副議長当選の挨拶をお願いすることにいたします。  

 北川健治議員。  

○北川健治副議長  副議長就任に当たりまして、一言ご挨拶させていただきます。ただ

いま議員の皆様方のご推挙によりまして副議長に選ばれましたことは、この上なく光

栄に存じておりますとともに、その重さを痛感している次第でございます。  

 岡林議長のもと、市民の生命、身体、財産を守る消防行政の発展のため、円滑なる

議会運営に向けて誠心誠意努力してまいる所存でございます。  

 つきましては、皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡単

ではございますが就任のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。  

○岡林薫議長  挨拶が終わりました。どうぞよろしくお願いいたします。  

 次に、日程第５  選第３号  枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任につい

てを議題といたします。  

 配付しています議案書に議長名が記入されていませんので、議案書の議長欄に「岡

林薫」とご記入願います。  

 お諮りいたします。本件については、議会運営委員会規程第４条第２項の規定によ

り、議長において指名いたします。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名いたします。  

 議会運営委員に工藤衆一議員、髙見雄介議員、千葉清司議員、西田昌美議員、松岡

ちひろ議員、森本雄一郎議員、以上のとおり指名をいたします。  

 ここで、議会運営委員会を開催したいと思いますので、委員の方々は４階会議室に
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お集まりいただきたいと思います。ほかの議員の皆様は、２階議員控室でご休憩願い

ます。  

 暫時休憩いたします。  

（午後２時 28分  休憩）  

（午後２時 50分  再開）  

○岡林薫議長  それでは、再開します。  

 初めに、議事日程について、職員に報告させます。  

○藤木浩介事務局長  議事日程  

日程第６  議案第 10号  枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意について  

日程第７  議案第 11号  枚方消防署中宮出張所建替工事請負契約の締結につい

て  

日程第８  議案第 12号  はしご付消防自動車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結に

ついて  

日程第９  一般質問  

 以上です。  

○岡林薫議長  ただいまの議事日程により、引き続き会議を進めます。  

 これより、日程第６  議案第 10号  枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意につ

いてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。伏見管理者。  

○伏見隆管理者  ただいま上程いただきました議案第 10号  枚方寝屋川消防組合監査委

員の選任の同意について、提案理由をご説明申し上げます。  

 説明を申し上げます前に、まことに恐縮ではございますが、お手元の議案書４ペー

ジの住所、氏名、生年月日の空欄に次のようにご記入をお願いいたします。  

 住所、寝屋川市田井町 33番 33号、氏名、岡由美、生年月日、昭和 42年５月５日でご

ざいます。  

 それでは、提案理由をご説明申し上げます。  

 枚方寝屋川消防組合議会議員より選任する監査委員といたしまして、議長よりご推

薦いただきました岡由美議員を選任いたしたく、地方自治法第 292条において準用する

同法第 196条第１項及び本消防組合規約第 12条第２項の規定により、消防組合議会の同

意を求めるものでございます。  
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 岡議員につきましては、人格、識見とも高潔で、本消防組合監査委員として適任で

あると考えますので、議員各位におかれましては、何とぞ満場一致をもってご同意賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○岡林薫議長  説明が終わりました。本件については、質疑、討論を行わず、直ちに採

決に入ります。  

 本件は、原案に対して同意することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決しました。  

 ただいま、監査委員に選任同意されました岡由美議員より、お礼のご挨拶を申し上

げたい旨、発言の申し出がありますので、これを許可します。  

 岡議員に議場に入っていただきます。  

（岡議員  入場）  

○岡由美監査委員  ただいま監査委員という大役を仰せつかりました岡由美でございま

す。一言お礼のご挨拶をさせていただきます。  

 枚方寝屋川消防組合監査委員の選任に係るご同意をいただき、まことにありがとう

ございます。この上は、さらに消防組合の公正かつ効率的な運営を確保する監査委員

として、与えられた職責を精いっぱい遂行いたしたいと考えております。  

 つきましては、皆様のご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますがお礼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。  

○岡林薫議長  それでは、どうぞよろしくお願いいたします。  

 次に、日程第７  議案第 11号  枚方消防署中宮出張所建替工事請負契約の締結につ

いてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。矢追総務部長。  

○矢追政宏総務部長  ただいま上程いただきました議案第 11号  枚方消防署中宮出張所

建替工事請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入ります

が、議案書の５ページをご覧ください。  

 本議案は地方自治法第 292条において準用する同法第 96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。現行の枚方消防署中宮出張所は、昭和 40

年 10月の開所以来 50年以上が経過し、その間、適宜、改修整備を実施してまいりまし

たが、老朽化が著しい状況となっております。そうした中で、災害活動拠点の整備と
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消防力の充実強化を図るため、このたび建て替えを行うものでございます。  

 それでは、議案書に基づきまして、契約の締結内容をご説明申し上げます。  

 注文者は、枚方寝屋川消防組合管理者、伏見隆。  

 請負人は、枚方市招提南町２丁目 34番３号、株式会社古川工務店、代表取締役古川

富士夫でございます。  

 契約金額は１億 6,176万 2,400円で、契約保証金、件名、場所につきましては、記載

のとおりでございます。  

 期日は、本契約締結日から平成 29年２月 17日まででございます。  

 契約条項その他では、本契約の効力につきましては、枚方寝屋川消防組合議会の議

決を経て生じるものとしております。  

 次に、６ページをお開きください。  

 入札状況でございますが、参考資料として添付しております入札経過調書のとおり、

平成 28年５月 13日に開札した結果、４者の応札があり、株式会社古川工務店が落札者

として内定したものでございます。  

 次の７ページには、建設工事に係ります工事概要書を添付しておりますので、ご参

照願います。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。  

○岡林薫議長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。討論に入ります。討論はあり

ませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。これより本件を採決いたしま

す。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決することにいたします。  

 次に、日程第８  議案第 12号  はしご付消防自動車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結

についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。矢追総務部長。  
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○矢追政宏総務部長  ただいま上程いただきました議案第 12号  はしご付消防自動車

（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入

りますが、議案書の８ページをお開きください。  

 本議案は地方自治法第 292条において準用する同法第 96条第１項第５号の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。現在、本消防組合では、はしご付消防自動

車を４台保有し、枚方消防署渚出張所、枚方東消防署楠葉出張所、寝屋川消防署本署

及び三井出張所にそれぞれ配備しております。  

 このうち枚方消防署渚出張所に配備のはしご付消防自動車につきましては、平成９

年２月に登録し、 19年間の運用による老朽化が進み、また平成 29年 10月に自動車ＮＯ

ｘ・ＰＭ法の車種規制の対象となり使用できなくなることから、このたび更新させて

いただくものでございます。  

 それでは、議案書に基づきまして、契約の締結内容をご説明申し上げます。  

 注文者は、枚方寝屋川消防組合、管理者、伏見隆。  

 請負人は、兵庫県三田市テクノパーク２番地の３、株式会社モリタ関西支店、支店

長、合田努でございます。  

 請負金額は１億 8,846万円で、契約保証金、件名につきましては、記載のとおりでご

ざいます。  

 納入期日は、本契約締結日から平成 29年２月 28日まででございます。  

 契約条項その他では、本契約の効力につきまして、枚方寝屋川消防組合議会の議決

を経て生じるものとしております。  

 ９ページをごらんください。  

 入札状況でございますが、参考資料として添付しております入札経過調書のとおり、

指名競争入札により実施することとし、平成 28年５月 16日の開札の結果、３者の入札

がありました。そのうち１者が予定価格を下回る入札となり、株式会社モリタ関西支

店が落札者として内定したものでございます。  

 なお、議案書の 10ページに、はしご付消防自動車の主な仕様を添付しておりますの

で、ご参照よろしくお願いいたします。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。  

○岡林薫議長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。討論に入ります。討論はあり

ませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。これより本件を採決いたしま

す。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○岡林薫議長  ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決することにいたします。  

 次に、日程第９  一般質問を行います。一般質問については、西田議員、松岡議員

から通告がありましたので、順次質問を許します。  

 初めに、松岡議員の質問を許します。松岡議員。  

○松岡ちひろ議員  それでは、私の方から質問をさせていただきます。枚方消防署の今

後についてお尋ねをいたします。  

 枚方寝屋川消防組合として、第３次将来構想計画の中で、この消防本部庁舎が建設

されました。第４次将来構想計画の中では、昭和 46年に建設された枚方消防署につい

て、同署の移転も含めた整備を検討しますと示されています。枚方市議会６月協議会

の中では、市駅周辺再整備ビジョンでは、整備内容についてのイメージ案として示さ

れておりましたが、ここには枚方消防署が現存のままとなっているところです。改め

て、枚方消防署の整備への考え方を教えてください。  

○岡林薫議長  矢追総務部長。  

○矢追政宏総務部長  松岡議員のご質問にお答えします。  

 枚方消防署につきましては、昭和 46年に建設し、その後、平成 19年に耐震補強工事

を実施するなど、築後 45年が経過しております。  

 枚方消防署の今後につきましては、第４次将来構想計画期間中に、消防署として必

要な機能を整理した上で、枚方市で検討されている枚方市駅周辺再整備ビジョンの動

向を見極め、同市に働きかけながら、同署の移転、または、建て替えの方向性を検討

してまいります。  

○岡林薫議長  答弁が終わりました。再質問はありますか。  

 松岡議員。  

○松岡ちひろ議員  ただいま動向を見極め、働きかけをされると答弁が行われましたの
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で、私の方からは最後に要望だけをさせていただきたいと思います。  

 建設環境委員協議会で示されましたイメージ案では、再整備計画の枠の中には、枚

方消防署も入っていることもあるわけですし、冒頭市長からも防災について触れられ

ていました防災強化のためにも、しっかりと整備していただきますよう要望いたしま

して、私からの質問を終わります。  

○岡林薫議長  これにて、松岡議員の質問を終結いたします。  

 続きまして、西田議員の質問を許します。西田議員。  

○西田昌美議員  一般質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。質

問の前に、この間の熊本地震で被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げますと

ともに、１日も早い復旧、復興を願っております。また、緊急消防援助隊として派遣

された隊員の皆様、本当にご苦労さまでした。  

 それでは、熊本地震における対応について質問をいたします。  

 ４月 14日、16日に起こった熊本地域を震源とする震度７の地震に伴う出動について、

消防庁より緊急消防援助隊大阪府隊の出動要請があり、枚方寝屋川消防組合から１次

７隊 25名が 16日に陸路にて現地に向かい、 17日より南阿蘇村を拠点として人命救助に

従事され、 19日には交代要員７隊 25名が派遣されました。また、車両についても、指

揮車、救急車、遠距離大量送排水車、後方支援車などの車両も出動いたしました。  

 そこで、お伺いをいたします。緊急消防援助隊が支援に行っている間の枚方寝屋川

消防組合の体制はどのようになっていたのでしょうか。支援に行っていることで、日

常業務に支障が出るなどということはなかったのでしょうか。また、特別な体制を組

むことによって新たな経費が発生するということはなかったのでしょうか。  

 また、緊急消防援助隊にかかわる経費については、枚方寝屋川消防組合で負担をす

るのでしょうか。それとも、国から補助がされるのでしょうか。お伺いをします。  

 次に、大規模震災に対する対応についてお聞きします。  

 熊本地方では、震度７の地震が二度も起きるなど、これまでにない地震が起こり、

甚大な被害が出ています。このような災害が今後も起きることを想定した防災計画の

見直しが必要ではないかと考えます。  

 大阪府では、大阪府地域防災計画の見直しをするとの報道がされていました。現時

点で、枚方寝屋川消防組合として計画の見直しなど、考えておられることはあります

でしょうか。お伺いをいたします。  
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○岡林薫議長  西田議員の質問が終わりました。答弁を求めます。  

 古川警防部長。  

○古川昌純警防部長  西田議員のご質問にお答えします。  

 本消防組合では、緊急消防援助隊大阪府隊の一員として、指揮支援隊や救助隊、救

急隊など総勢 14隊 50人の職員を４月 16日から 23日まで、熊本県阿蘇郡南阿蘇村に派遣

いたしました。同隊の派遣期間中、枚方・寝屋川両市の消防防災体制が低下すること

がないよう、非番・週休の職員を中心として非常用消防車両を活用しながら隊を編成

し、消防力の確保に努めてまいりました。  

 派遣に要した経費につきましては、消防車両の燃料費や隊員の時間外勤務手当など

であり、また、消防組合管内の警備体制の確保に要した経費につきましては、非番・

週休の職員に対する時間外勤務手当であり、派遣に要した経費につきましては、消防

組織法の規定により国が負担することになっています。  

 次に、熊本地震のような災害に対しましては、まずは初動体制を迅速に確保すると

ともに、地震災害消防計画や震災対応マニュアルに基づき、適切に対応してまいりま

す。計画の見直しに関するご質問につきましては、今回の熊本の地震を受けて、大阪

府や両市の地域防災計画と整合を図りながら、現行の計画やマニュアルをしっかりと

検証してまいります。  

○岡林薫議長  答弁が終わりました。再質問はありませんか。  

 西田議員。  

○西田昌美議員  再質問はありません。要望とさせていただきます。  

 熊本地震から、私たちはいつどこで大きな地震が起こるかわからないということを

改めて痛感いたしました。今回は枚方寝屋川消防組合が支援に行きましたが、逆に支

援に来てもらう立場になることも大いに考えられます。今回については、派遣の期間

も比較的短かったので支障がなかったようですが、派遣が長期間続くようなことも考

え、体制の維持、確保に努めていただきますようお願いします。また、地域防災計画

につきましては、大阪府の計画の見直しに合わせて検証、見直しをしていただくよう

求めます。  

○岡林薫議長  これにて、西田議員の質問を終結いたします。  

 以上をもって、一般質問を終結いたします。  

 これをもちまして、本定例会に付議されました案件は全て終わりました。  



 

17 

 閉会に際し、管理者からの挨拶をお受けいたします。伏見管理者。  

○伏見隆管理者  閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶をさせていただきます。  

 まず、今回の議会におきまして、岡林議長、北川副議長、また、監査委員には岡議

員がそれぞれ就任されましたこと、心からお祝い申し上げます。  

 本日は、各案件について慎重なご審議をいただき、いずれもご同意、ご可決いただ

きましたことに厚くお礼を申し上げます。  

 今後も引き続き、市民の期待に応えられる消防行政の執行に努め、より一層信頼さ

れる消防組合を目指し、組織一丸となって取り組んでまいります。  

 今後、暑い日が続くことが予想される中で、議員の皆様方におかれましては、十分

にご健康にご留意されまして、消防行政のさらなる推進に向け、なお一層のご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会に当たりま

してのお礼のご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

○岡林薫議長  管理者の挨拶が終わりました。それでは私からも閉会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。  

 本日はご出席をいただき、また慎重にご審議いただきましてありがとうございまし

た。  

 先日は近畿地方も梅雨に入りましたけれども、これからますます暑さが厳しくなっ

てまいります。議員各位におかれましても、また理事者各位におかれましても、健康

に十分注意をされましてお過ごしいただきますよう、高い席からではございますが、

ご祈念申し上げまして、本日の会議を閉会させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。  

（午後３時 15分  閉会）



 

 

前記会議の顚末を記録し、その相違なき事を記するためここに署名する。 

 

                         平成28年６月６日 

 

枚方寝屋川消防組合議会 

 

議 長  岡 林    薫 

 

枚方寝屋川消防組合議会 

 

議 員  井 川  晃 一 

 

枚方寝屋川消防組合議会 

 

議 員  岡 沢  龍 一 


