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平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    第第第第 2222 回江別市消防委員会議事録回江別市消防委員会議事録回江別市消防委員会議事録回江別市消防委員会議事録    

 

                           日 時：平成 26 年 2月 13 日（木） 

                               14：30～16：00 

                           場 所：消防本部庁舎多目的ホール 

    

    

出席者出席者出席者出席者【【【【敬称略敬称略敬称略敬称略】】】】    

 消防委員会： 委員長  山﨑 優 

        委 員  徳永 俊司 

        委 員  飯沼 美智子 

        委 員  高沼 克広  

        委 員  丸山 博幸 

        委 員  川岸 裕子                      6 名 

 消 防 本 部： 消防長、次長、署長、警防課長、指令課長、消防課長 

 予防課長、救急課長                          8 名  

事 務 局： 庶務課長、庶務係長、庶務係員                 3 名 

 

                                     計 17 名 

 

議事内容議事内容議事内容議事内容（消防委員会資料参照） 

 

１．開  会 

庶務課長    私は事務局を担当しております、庶務課の永嶋でございます。今日はよろしくお願

いいたします。 

本日 2回目の消防委員会を開催させていただきますが、江別市公開条例第 20 条の規

定によりまして、市民の市政への参画を促進するとともに、公正で透明な市政を促進

するために委員会を公開することとしておりましたが、本日 25分になりましても傍聴

人の方がおりませんので、今日は傍聴人なしで進めさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

なお、今回は委員会開会に先立ちまして、開催 1回目の委員会で先般ありましたが、

消防長からご挨拶等、職員の紹介もさせていただきましたが、今回は 2 回目でござい

ますので、また、お配りしている書類を見ていただきますと、懸案も多くありますこ

とから、この 2 点につきましては割愛させていただきながら会を進めたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

また、ご報告ですが、本日村田副委員長につきましては、体調不良のため欠席した

いという申し出がございましたので、本日欠席とさせていただきますので、合わせて

ご報告させていただきます。 

それでは、ただいまから平成 25 年度第 2 回消防委員会を開催させていただきます。
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開催にあたりまして山﨑委員長からご挨拶をよろしくお願いいたします。 

山﨑委員長   皆さんこんにちは、2 月半ばとなりましたけれども、まだ雪が多くてこの地において

もまだ春は遠いなという気がします。今日もこのとおり降ったりやんだり春が待ち遠

しいのですけれども、今この 2 月半ば皆様方におかれましてはちょうど年度末で、予

算の決定時期、また 4月から迎える消費税対策と、大変お忙しい中を消防委員の皆様、

職員の皆様、この消防委員会に出席いただきまして誠にありがとうございます。 

前回の消防委員会で、委員のお手元には配付されたと思いますが、この委員会は江

別市消防委員会条例に基づきまして、第 2 条の 1 番として、消防本部及び消防団の運

営に関する重要事項、2 として消防団員の職務待遇及び消防施設の改善、その他消防に

関する事項ということを審議いたしまして、必要に応じて市長に対して意見具申をす

るという会の条例になっております。 

先般、自然災害といいますか、この前の低気圧で東京都内の交通網が一気に混乱い

たしまして、ご承知のとおり、成田空港は陸の孤島と化し、子供さん、お年寄りの方、

大変な状況に置かれたわけです。災害は忘れた頃にやってくると古人の言い伝えがご

ざいますが、やはりこういった災害に対しての備え、百年の計と言われますけれども、

そういった長きに渡り治水対策だとかいろんな防災面に関して築き上げたものが、な

かなかその時に力を発揮できないというか、そういった自然の猛威といいますか、な

かなか英知をもっても解決し得ないと言いますか、そういったジレンマも禁じ得ませ

ん。 

江別市民の安心安全を司る機関として、職員、消防団、またこの委員会の委員をも

ちまして、これからも防災意識の高揚、江別の安全のために尽力して参りたいと考え

ております。ひとこと申し上げてご挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

庶務課長    ありがとうございました。それでは第 2 回消防委員会次第に従いまして 3 番目の審

議事項に移らせていただきたいと思います。 

審議事項に入りますが、委員会条例第 5 条の規定によりまして、今後の議事につき

ましては委員長が議長となって進行していただくことになりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

山﨑委員長   それでは、着席したままで議事進行させていただくことをお許し願いたいと思いま

す。 

それではお手元の次第にのっとりまして消防委員会を進めさせていただきます。 

さっそくですが、3．審議事項（1）江別市消防 10 か年アクションプランについて、

資料 1 とありますので、項目ごと審議に入りたいと思いますので、事務局の方ご説明

願います。 

 

庶務課長    それでは、私庶務課永嶋が審議事項（1）江別市消防 10 か年アクションプランにつ

いてご説明させていただきます。 

この 10 か年プランにつきましては、昨年 12 月の第 1 回目の消防委員会でもご説明

申し上げました。 
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資料の 1 の方には昨年 12 月 13 日に開催された委員会でのいろいろなご質問、ご意

見等についてまとめさせていただいたところでございます。 

このアクションプランにつきましては、今まで消防で欠けていた人材育成を重点的

に、今までも行っておりました火災予防ですとか各種救急活動等につきまして、補足

しながら、それを 3 つの強固なものとして実施していくという理念組織の基に作られ

たものでございます。 

その中では 1 番目といたしまして、人材育成と組織強化の中で、大量退職を考慮し

年代形成を図るために更なる計画が必要との解釈でよいか。というご質問をいただき

ました。 

これにつきましてはある一定年齢の若干手薄な組織体制ではございますけれども、

大量退職に備え今後計画的に人材の育成を図るということをご説明申し上げまして、

職員につきましては定数条例 130 名の中で十分対応していけるというようなご報告も

させていただいたところでございます。 

2 点目のアクションプランは 10 か年の方向性を示しているが、具体策や実施計画は

年数経過と共に変化するもので、それに関わる市民も共通認識を持つべきで、各年度

毎に具体的になった時点で市民に知らせる方法を考えているのか。というご質問をい

ただきました。 

これにつきましても、お答えした中では、毎年予算要求の後の内示という形の中で、

次年度でどういう方向で行政を進めていくかということはお話できると思います。 

新たに次年度どういう目的で予算を要求するのかということにつきましては、来年

度以降消防委員会は年 2 回を予定しておりますので、その 1 回目の委員会の中で、次

年度消防が向かうべき予算の要求についての考え方を皆さんに提示しながら、ひとつ

計画的にお話することができるというふうに考えております。 

広く市民の方々への周知につきましては、市のホームページ、広報等を通じながら、

または新聞紙上において、予算の理念等についてもお話するとともに、その計画が可

視化されるような体制をとっているところでございます。 

3 番目の消防活動や施設、装備の関係でも緊急性があるものなど、市民に効果的な優

先順位をちゃんと理事者に伝えているのかということでございますけれども、今年予

算内示を受けた段階の予算の内容を見ますところ、昨年12月に市長、副市長をはじめ、

皆さん方に重点ヒアリングの中で 26 年度の消防についての業務の内容、また予算要求

の方針を説明させていただきました。 

これは今回ご提示させていただいている10か年のアクションプランに沿った要求で

ございまして、それが概ね予算がついたということは市の理事者についてもこれにつ

いて十分理解した結果であるというふうに考えているところでございます。 

4 番目といたしまして、5次計画の反省を踏まえて 6 次計画を作成しているのか。と

いう点でございます。 

これにつきましては先ほども申しましたとおり、欠落していた部分、人材育成とい

う抜けていた部分がございましたので、今後とも職員の人材育成を中心としながら、

救急体制、または火災予防対策の推進というこの大きな 3 つの柱を今後も推進してい

くということで対応していきたいというふうに考えるところでございます。 
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5 番目といたしましては、高齢者と独居の問題、喫緊の課題で、ということで、横断

的な捉えかた、また、重要なポイントはどういうことなのかというようなご質問がご

ざいました。 

これにつきましても、関連部局と連携取りながら、高齢者または障害者などへの気

配り目配りをしながら火災予防を推進していくということでございます。 

これらにつきましては江別市消防団 200 名の力を加えながら広く活動をして市民の

方々のケアをしていきたいというふうに考えているところでございます。 

6 番目といたしまして、防火意識の推進についてはいろいろな機会を通じて高めてい

くことで、行政に対する市民の目線や見方も変わってくるのではないかというような

意見があったと思います。 

これにつきましても各種イベント研修会で、火災予防または救急の指導などをさせ

ていただいておりますけれども、今後も広く警防活動を進めて参りたいというふうに

考えているところでございます。これらについて昨年の委員会の中でいろいろな質疑

があったと思いますが、その辺を十分ご考慮されて本日にあってはこのアクションプ

ランについての結審をいただきたいと思いまして説明させていただいたところでござ

います。以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。今事務局からご報告、ご説明があった江別市消防 10か年

アクションプランについて、委員の方にご意見を求めます。いかがでしょうか。次に

進めてよろしいでしょうか。 

それでは（2）市議会案件（消防関連）について移らせていただきたいと思います。

事務局の方ご説明よろしいでしょうか。 

 

庶務課長    それではこれでアクションプランについては、原案通り結審していただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

山﨑委員長   そのように判断いたします。（委員一同の了承の声あり） 

 

庶務課長    それでは（2）の市議会案件（消防関連）についてご説明いたします。 

1 点目の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、これは私から。 

2 点目の江別市手数料条例の一部改正については予防課長よりご説明させていただ

きます。 

それではまず 1 点目、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とい

うことでございます。 

これにつきましては消防組織法が制定され、昭和 34 年に法制化されたものでござい

ます。 

それが時代と共に消防の行政がいろいろ変革していく中において、政令で各市町村

の消防長、署長の資格を定められてきたところでございますけれども、平成に入りま

してから、いろいろな社会情勢の変化と共に、また、消防職員の大量退職ということ

も危惧され、それから消防施行令の改正がなされて現在に至っているところでござい
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ます。 

これにつきましては、資料の 2 ページをご覧下さい。先ほど申しましたように消防

法の改正についてということでございますけれども、現行では昭和 34 年に当時といた

しましては、広く消防行政に精通していた者が全国各地には少なかったという状況が

ございまして、広くいろんな行政機関で消防に卓越した者を市町村長が任命するとい

うように広く人材を集めるという状況が続いてきたというところでございます。 

しかしながら平成に入りまして 20年度以降、先ほど申し上げましたけれども、大量

退職というような人的ないろんなものがございまして、一部施行令の改正をして期間

の短縮を図るなど、ある程度の改革をしてきましたけれども、抜本的な改革が必要に

なったというのがひとつでございます。 

これにつきましては平成19年に地方分権の改革推進法案というものが制定されまし

た。これは地方分権により生活者の視点に立った地方政府の確立ということが求めら

れた時でございます。平成 21年の第 3次法案で、地方立法権の拡大という地方政府の

実現にむけた勧告が行われ、平成 25 年には地域の自立性及び実勢を高めるための改革

の推進を図るための関係法規の整備に関する法律によりまして、消防組織法第 15条の

改正を行うものになったところでございます。 

資料 2ページとＡ3の資料が 3枚ございますけれども、それを見ていただきたいと思

います。2ページ、3 ページ、4ページというふうになっています。 

これにつきましては江別市消防長及び消防署長の資格を定める条例（案）新・旧政

令との比較表ということが書かれております。 

一番左側に書かれております、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める

政令、これを旧政令と申します。この法令は昭和 34 年に制定され、平成 24 年 8 月 14

日に改正されたものでございます。 

この中でその期間年数というのが表示されておりますが、平成 24 年ではこの全文に

あたってのある程度の期間の短縮を図ったという経緯がございます。しかしながら先

ほど申しましたように、第 3 次の特例といいますか、3 次の改革法案によりまして、今

度真中の列になるのですかれども、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定め

る政令という、要するに各市町村で今後は消防長を任命できますよと、今までは国と

して政令の中で認めた者、資格を有する者がなれたのだけれども今後は市町村の条例

で認めた者が消防長としてなれるということに変更になったところでございます。そ

れが真中の表です。これが 1 ページ、2 ページ、3ページに渡って書かれているところ

でございます。 

しかしながら今回市の条例を定める時には国からの指示として地域の実情を参酌し

て、その定められたところからその市にあったように条文に変えてもよろしいですよ

というようなご提案がございます。 

これに沿いまして、真中で定めた新しい政令の例にのっとって右側では江別市では

このように条例を制定したいというような条文として一番右側に載っている表が今回

江別市で新しく 4 月以降定めたいという条例の案でございます。 

これにつきましては 3 月の市議会で上程させていただいて、本年 4 月 1 日の施行を

目指すところでございます。今回江別市で制定します条文につきましては、2ページの
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ほうでは江別市消防職員として消防事務に従事して者で、消防署長の職又は消防本部

における消防署長の職と同等以上と認められる職に 1 年以上あった者ということで消

防長の資格を定めております。 

次の 3ページの（2）でございます。これは消防長の資格として先ほど消防職員がな

るひとつの方法と、もうひとつとしては、市の行政職の中で江別市の事務分掌条例に

定める部の長の職、要するに市の部長職を 2 年以上経験したものについても消防長に

なる権利がありますよということでございます。 

3 ページ目の下には消防署長の資格がござまいます。消防署長の資格は消防吏員とし

て消防事務に従事した者で消防司令の職に一年以上あった者としております。 

4 ページについては、附則として、この条例は平成 26 年 4 月 1 日から施行するとい

うように、いろいろ国の案を参酌した結果江別としては消防長になるには 2 つの資格

があります、署長になるには 1 つの資格があります、ということで今回条例を制定し

たいというふうに考えているところでございます。 

説明にあっては以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。今の説明でご質問ございませんか。 

私からよろしいでしょうか。この新政令の中で 2 番、消防団員として消防事務に従

事した者で、消防団長の職に 2 年以上あったものであると、これは先ほど永嶋課長か

ら広くという意味合いの中で語っておられると思いますけれども、今まで江別市の中

で経験しますと、行政の部長職、または消防署長が消防長になるというような経過は

私自身分かっているのですが、全国的には 2 番の項目に該当する消防長、署長という

のはおられるのですか。 

 

庶務課長    これは全国的におりません。それでなぜこの条文が定められているのかということ

でございますけれども、これにつきましては全国消防長会の方からのひとつの解説と

して、昨年も山形県の天童市が当市の消防の視察に参りまして、天童市の市会議員の

方にいろいろお話を聞いたところ、人口 6 万人、江別市のおよそ半分の中で、消防団

員さんが 1,200 名いらっしゃると、それで職員は 60 名しかいないというような歴史的

な背景のある本州の長い歴史の中で、消防団という組織が常備の消防団と非常備と分

けることができるのですけれども、非常備の方に相当な消防の経験者が多いというこ

とがありまして、万が一消防職員の中で適材な者がいなければ、消防団から団長職が

上がるということはあると思います。 

しかしながら市の体系といたしまして、消防団長にも職員も 60歳で定年というのも

ありますから、特別職でない一般職を市長が団長として任命する時の年齢の壁とかい

ろいろな弊害もあるのですが、要するに広く非常時の場合には団長も 2 年以上経験が

あれば消防長になれるというひとつの広い意味での捉えかたと聞いているところでご

ざいます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。他に委員の方ご質問ございませんか。なければこの内容

で議会に上程されることを確認してよろしいでしょうか。 



7 

手数料条例についてお願いします。 

 

予防課長    予防課山本よりご説明します。お手持ちの資料 3 をご覧ください。江別市手数料条

例の一部改正についてご説明いたします。 

この度の改正につきましては江別市手数料条例の金額において、危険物関係の一部

を改正するものであります。 

平成 26 年度より、消費税、地方消費税が引き上げられること、また国において人件

費等を積算したことにより、変動が生じたことにより、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令の一部が改正されたことにより、当市においても改正するものでありま

す。 

改正内容につきましては、裏面に記載しております、危険物製造所等の一部につい

ての設置許可、完成検査前検査、及び保安検査にかかる手数料の額を引き上げること

に伴い、審査、検査の手数料の一部改正するものでございます。 

また、施行日につきましては、平成 26年 4月 1日とするものでございます。 

以上この関係を上程したいと思います。よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございます。今の件に関して委員の方ご質問ございますか。 

私の方から、この改正の主だったものというか、この裏の数字を見ると江別市でこ

れだけの数字というのはないと思うのですけれども、この背景を一言お願いします。 

 

予防課長    こちらに書いてあります設置の許可、完成検査前検査、保安検査、これは 1,000 キ

ロリットル以上、100 万リットル以上の屋外タンク、これは当市には該当する施設はご

ざいません。 

石油コンビナート基地等におきまして、円柱型の屋外タンク、例えば 1,000 キロリ

ットルは特定屋外タンクというのですけれど、そのタンクにおきましては、直径 15メ

ートル、高さ 7 メートル、それくらいの大きな物のタンクと想像していただければよ

ろしいかなと思います。特定屋外タンク貯蔵所というのは 1,000 キロリットル、100

万リットル以上の物を消防法の中で言います。それで当市においては該当する施設、

今後においても今のところ事前相談等はございません。以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。他の委員の方よろしいですか。 

それでは江別市手数料条例に一部改正について、委員の方から意見はございません。

この内容で議会に上程されることを確認いたしました。以上で審議事項を終了いたし

ます。 

引き続き第 4 に進みます。報告事項 4 点ございます。まず（1）平成 25 年災害等概

況についてご説明をお願いいたしますが、質問は項目ごとにお受けすることといたし

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

警防課長    警防課の佐藤でございます。本日は昨年の平成 25 年 1 月から 12 月末までの 1 年間
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の災害概況における出動状況について速報値ではありますがご報告いたします。 

資料 4 の平成 25 年災害等概況の 1 ページをご覧下さい。平成 25 年に出動した、火

災、救助、救急支援、警戒及び救急出動件数を上段に記載しておりますが、5 の総出動

件数が平成 24年に比べ、約 7%の 340 件増であります 5,202 件となっております。 

増えた要因といたしましては、救急出動の件数が 4,497 件と平成 24 年に比べ約 8%

の 361 件の増加が要因であります。 

次に区分ごとにご説明いたします。災害概況の左側区分 1 の火災をご覧下さい。 

昨年は 42 件発生し、平成 24 年に比べ 7 件の増となっております。内訳としまして

は、建物火災が 25件、林野火災が 2件、車両火災が 8 件とゴミ焼きによる飛び火など

のその他火災が 7 件発生し、建物火災 25 件のうち、住宅火災が 14 件と建物火災の中

で住宅火災が平成 24 年と同様、約 6割を占めている状況にありますです。 

（4）の死傷者数につきましては、死者が 1名、負傷者が 5 名で、死者につきまして

は、平成 25 年 8 月 12 日に野幌町で発生した住宅火災において、65 歳の男性がＣＯ中

毒で亡くなられているところでございます。 

（7）の損害額でありますが、3千 87 万円で、昨年は、建物火災の増加と、工場火災

における工場内容物の焼損により、平成 24年に比べ 1千 382 万 8千円の増となってお

ります。 

損害額を含め焼損床面積、焼損表面積につきましては、一部調査中のものがありま

すことから、調査が終了した時点でこの数値は変動することがございますのでご了承

願います。 

なお、資料には記載されておりませんが、出火原因の主なものとしましては、たば

この不始末によるものが 7 件コンロの消し忘れが 5 件となっており、平成 24 年の主な

出火原因でありました、放火、放火の疑いが 11 件から 2件と 9 件の減少となっており

ます。 

放火、放火の疑いが減少した要因につきましては、公園等に設置されておりますト

イレでの放火による被害が多い状況でありましたことから、各公園のトイレ付近に放

火防止のぼりを設置したり、一部のトイレに住宅用火災警報器を設置するなどの啓発

活動を行ったところでございます。その効果が表れたのかなというふうに思慮してお

ります。 

次に、区分 2 の救助をご覧下さい。救助出動につきましては、様々な災害において、

自力で脱出が出来ない場合、救助隊が救助器具を用いて救助を行うものであります。 

昨年は 96件発生しており平成 24 年に比べ 8件の増となっております。 

事故種別では、多重事故や車両から脱出出来ないなどの交通事故が 30 件、練炭や硫

化水素などの自損行為によるガス及び酸欠事故が 5 件、安否確認による施錠開放、落

雪などのその他の事故は 46 件で、そのうち落雪事故は 9 件の出動となっております。

その内、空家からの落雪は 5 件となっているところでございます。 

次に、区分 3 の救急支援をご覧下さい。救急支援出動につきましては、ＣＰＡ、い

わゆる心肺停止や疑いがある救急事案の際、救急現場へ救急車の他、管轄の消防隊を

同時にその場所に出動させて心肺蘇生法などの救急活動や、住居等の出入口などが狭

隘で搬送が困難な場合などに出動するものであります。 
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この出動は、救急需要への対応と早期救護の対策、強化として、管轄の消防隊を支

援出動させているものであります。 

状況によっては、救急車より先に消防隊が現場へ到着し、傷病者へ対応することも

ございます。 

356 件の内訳につきましては、ＣＰＡ心肺停止及び疑いが 269 件、住居等の出入口な

どの狭隘による搬送困難が 47 件、高速道路上での危機排除が 22 件などとなっており

ます。 

次に、区分 4 の警戒等をご覧下さい。警戒等の出動とは、火災、救助、救急支援出

動以外の出動で、昨年は 211 件発生しており平成 24 年に比べ 8 件の増となっておりま

す。 

事故種別では、ホームタンク等からの油漏れによる出動が、57 件で、表には記載し

ておりませんが、内訳といたしましては、交通事故による事故車両からの燃料漏れが

28 件、ホームタンク等の油を貯蔵している物からの油漏れが 29件となっており、平成

24 年に比べて増加となっております。 

なお、ホームタンクからの油漏れにつきましては、配管等の経年劣化などにより油

が漏れたものです。 

次いで、消防用設備等の誤作動が 46 件発生しておりますが、これは自動火災報知機

などによるものであります。 

又、風水害等自然災害事故 16件のうち、豪雪により車両が動けなくなるなどの豪雪

に係る事故が 8件、暴風によるものが 6件、豪雨によるものが 2件と、平成 24年に比

べ増加となっております。 

近年は、全国的に非常に発達した低気圧の発生や、予測が出来ないゲリラ豪雨など、

自然災害による被害が増えており、その中には、事前に気象情報を確認し、余裕を持

った行動を取っていれば被害に遭わなかった事例もあるようでございます。 

突発的な気象の変化の予測は難しい状況にありますが、事前に気象情報を確認し、

行動することが、被害に遭わないためのひとつの方策ではないかと思うところでござ

います。 

次に裏面の 2 ページをご覧下さい。これは、昨年の平成 25 年 1 月から 12 月末まで

の 1 年間の救急概況です。 

救急概況の表の下段をご覧下さい。救急出場件数は、過去最高の 4,497 件となり、

前年に比べ 361 件増加しております。また、搬送人員は 4,095 人で前年に比べ 319 人

増加しております。 

表には記載されておりませんが、高齢者 65 歳以上の搬送人員が 2,357 人と、前年よ

り 253 人増加しております。65 歳以上の高齢者の搬送が全体の約 5 割強を占めている

状況でございます。 

事故種別では急病が 2,933 件で、救急出動件数の約65％、一般負傷が 540件で 12％、

交通事故が 302 件で約 7％、また、転院搬送などのその他が 497 件で約 11％となって

おります。急病が前年と比べ 301 件と、大きく増加しています。そのほかについては

微増となっているところでございます。 

なお、昨年 4 月 1 日より江別出張所へ救急隊を 24時間配置した成果といたしまして
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は、当初の計画どおり現場到着まで 10分以上の時間を要する地域が、平均で約 4分短

縮しているところでございます。災害概況につきましてのご説明は以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。今の災害概況に関してご質問をお受けいたします。委員

の方ご発言願います。ございませんか。 

それでは（2）の平成 26 年度予算概要についてに移らせていただきます。ご説明お

願いいたします。 

 

庶務課長    これにつきましては庶務課永嶋がご説明させていただきます。資料の 5 ページをご

覧下さい。 

これは先般 1 月の末に内示がございました 26 年度の予算概要でございます。予算に

つきましては経常費、及び臨時費ふたつのものから成り立っているところでございま

す。 

経常費につきましては庁舎の維持管理ですとか、各課での活動、または火災予防の

推進、いろいろな事業の予算を組んでいるところでございます。この中からある程度

ピックアップした形でご説明申し上げます。 

最初の消防庁舎・出張所維持管理費につきましては、来年度から消費税の増税また

は燃料費の高騰等、保守点検等の経費がかさむということで、平成 25年度より 159 万

6 千円増額しております。 

消防職員の研修費、2番目でございますけれども、これは先ほど申し上げましたとお

り、消防 10 か年アクションプランの中でも人材育成ということを重点的に行いたいと

いうことでございまして、消防学校への入校者、または大型免許等の取得者の増員等

にかかる経費が 84万 4千円増額になるところでございます。 

通信指令機器にありましては、今後とも通信機器設備の機能保持に関する経費の増

額ということで、昨年より 79万 6千円多い 141 万 5 千円という査定になっているとこ

ろでございます。 

一番多く増額されているところが消防課の消防車両維持管理費でございます。308

万 1 千円ということででております。これにつきましては、消防署に配置されており

ます 21 台の車両の保守維持管理費と合わせまして、消防署に配置しておりますはしご

車の部分的なオーバーホール、電気系統の交換等の経費が 600 万ほど含まれている状

況でございまして、昨年より 308 万円多くついているような状況でございます。 

救急課の一番下にありますけれども救急救命活動事業、これにつきましても昨年度

も年間 300 件以上の救急出動が増えてきているということで救急活動に必要な資機材

の購入経費ということで 144 万円ほど増額になっているところでございます。 

また、減額になっているところで見ますと、消防職員の被服費というのが 37 万 3 千

円減額になっておりますけれども、これにつきましては臨時費の消防職員の被服費と

いうことで金額的には 14万 2 千円と非常に少ない額には見えますが、消防職員の防火

衣、火災の時に着て行く一番上の防火衣でございますけれども、これを 100 着程度一

気に更新したいということで、これにつきましては市町村組合の備荒資金を利用し、

その利息ということで 14万 2 千円と初年度かかりますが、総額でいきますと、約 1,500
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万程度の予算がすでにこの段階でついているというふうに考えていただければいいと

思います。 

これは臨時費の方に入りましたけれども、臨時費の方で大きくついているところに

つきましては、消防車両の整備事業ということで 6,100 万円、25 年から比べますと、

3,500 万の大幅な増額となっております。 

これにつきましては老朽化した消防ポンプ車の更新でありますとか、災害支援車の

更新、また広報車等の更新、年間 3 台ということで更新していくということで、これ

についての大幅な増額をいただいたところでございます。 

また、消防車両消防用の備品整備費ということで、消火薬剤、今現在火災の消火に

つきましては、旧態では水を主に使用しておりましたけれども、今は水と薬剤を混合

させたクラスＡという消火薬剤を用いて消火時間の短縮、また被害の軽減を図るとい

うことの薬剤を使用しております。これらにかかる経費、また、消防用ホースの更新

に当てるということで 154 万円の増額となっているところでございます。 

臨時費で大きく下がっているところでございますけれども、これは消防救急デジタ

ル化事業につきましては、後からご説明申し上げますけれども、平成 22 年から工事を

始めてまいりまして、25 年の 9 月末でこの事業についてはデジタルの整備が終わった

ということで26年度については査定されないということで大幅な減額となっていると

ころでございます。 

また、消防庁舎・出張所の改修といたしまして、25 年度につきましては、消防署江

別出張所の外壁工事を行いましたが、26 年度にあっては消防本部庁舎のアンテナの鉄

塔の塗装工事ですとか、江別出張所の暖房設備工事というのが認められましたけれど

も、25 年度から比べますと 480 万円の減額、また、警防課の主管しております消防水

利維持管理費として老朽化した消火栓の維持管理の経費、これにつきましても 25年で

は 1,400 万でございましたけれども、26 年度については 800 万ということで、約 600

万の減額になっているところでございます。 

いずれにいたしましても 26 年度の予算につきましては、先ほども申し上げましたと

おり、消防 10 か年のアクションプラン（案）に基づきながら予算要求を進めてまいり

まして消防部としてある程度金額的にはつけていただいという判断でございます。説

明については以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。今のご報告について委員の方からご質問ございませんか。

まだ委員の方おそらくこの24年度の報告冊子を見た上である程度数字はご覧になった

と思いますけれども、こうやって実際に説明を聞かれる方はほとんどが始めてだと思

います。 

私が気になったところで、防火衣の更新がございましたけれども、あれの耐用年数

といいますのは何年くらいなのでしょうか。 

 

庶務課長    一応メーカー推奨では 7 年から 8 年というふうになっております。 

今回大きく防火衣を更新する理由といたしましては、先ほど申しました新しい消火

方法としての消火薬剤を導入したことによりまして、今現在着ている防火衣では浸透
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性、要するにクラスＡ消火薬剤というのは物に付着しながらその火を消していく、水

ですとさらっと流れるものが浸透していくという消火薬剤の原理なのです。 

それが防火衣に付きますと防火衣を浸透して要するに内部まで水が染みてしまう、

夏でしたらいいのですけれども、冬では消防隊員の活動上冷たくて活動できないとい

うことがございましてその薬剤に対応するための新しい防火衣を導入するということ

がひとつの目的であります。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。日々そういった防火、消火に対しての技術革新というの

は進んでいることと思います。やはり消防職員、団員の方がまずは自分の身を守って

いただけなければ救助そのものが達成できないわけですから、その辺のところは決し

て惜しむことなく万全な装備で望んでいただきたいと思います。 

もう一点、消防車両整備事業の中で、3,500 万ほど概要に書いてありますとおり更新

されるわけですけれども、これは例えば学校だとか幼稚園だとか、その防火意識が高

まる、場所もとりますからなかなか言葉でいうような簡単なものではないと思います

けれども、ある意味その防火意識といいますかそういうものにリサイクルで活用でき

るものもあろうとここだけ読み取ると感じますがいかがなのでしょうか。 

 

庶務課長    今委員長からの大変今後の明るい提案のようにお聞きしたのですけれども、消防車

にもリサイクル法がありまして、なかなか法律上は一度廃車にした車両を展示したり

防火の物としてやるのはなかなか難しい状況だとは思います。ですけれど、何か備品

をひとつ取って火災予防として何か使えないかというのは、今後消防署全体で出張所

も含めて考えていくのもひとつの予防に対する新しい展開のひとつかなと思いますの

で、これについては考えさせていただきたいというふうに思います。 

 

山﨑委員長   私も全てに見識があるわけではなくて、ただ、私の好きな言葉にもったいないとい

う言葉が人生訓にございまして、利用できる物は利用させていただく方向でお願いい

たします。ほか委員の方ございますか。 

 

徳永委員    ちょっと勉強不足で、よく存じ上げていないことがあるのでちょっと確認をさせて

いただきたいというふうに思いますけれども、水利施設の維持管理の中でいわゆる消

火栓の更新にかかった費用が計上されておりますけれども、消火栓の設置という部分

については一定の消火栓設置基準というのがあるのかどうなのかという確認をさせて

いただきたいのと、それとその基準に今回こういう更新という費用項目がありますけ

れども、その基準に照らしたときに江別市内の消火栓の設置というのは十二分に設置

がされている状況なのかどうなのかというこのふたつと、もう一点、救急無線のデジ

タル事業、一応予定された部分が廃止という判断をされた経過もお聞かせいただけた

らと思います。 

 

山﨑委員長   今徳永委員から質問がありました消火栓の設置基準、配置は十分なのかという質問、

それとデジタル化の件、事務局の方説明よろしいでしょうか。 
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警防課長    消火栓の設置につきましては、一般であれば半径 120 メートル、あるいは商業地域

や防火地域は100メートルという形で円を描いてその充足という形を出しております。

また、大きな建物が建てられたり、開発行為になった場合にも同じ形で設置をさせて

おります。 

充足率につきましては、ほぼカバーはしている状況でございます。ただ、一部これ

から土地開発とかがでてきますので、更なる見直しも進めていきたいと思っておりま

す。 

あとデジタル事業が廃止になった理由でございますが、基本的にこのデジタル化事

業というのはデジタル整備工事でございまして、平成 23 年から工事を行って、平成 25

年 10 月で工事が完了したことによりまして、次年度はこの工事の発生はございません

ので事業廃止という形で計上させていただいております。 

 

庶務課長    ただいまの消防水利の補足ですけれども、江別市を市街地と準市街地とひとつの分

け方もいたしますが、市内には消火栓が 854 基、防火水槽が 145 基の 999 基、約 1,000

基の消防水利がございます。 

さきほど警防課長が申しましたとおり、利用地域により半径 120 メートル等の円を

描きその円に入っている充足を考慮いたしまして、市を全体的にその 120 メートルの

円で囲っていくということで充足率を求めますが、これにつきましては水道管の敷設

状況等もございまして、現在江別市内の充足率としては約 90.8 パーセント、これが概

ね消防水利として市内を充足しているという形になろうかというふうに考えておりま

す。 

また、消火栓設置以降の更新につきましては、水道管等の更新に合わせながらも、

概ね35年以上経っている消火栓等を重点的に整備していくという方針が今消防本部と

水道等で話し合っておりまして、その方針に基づいて消防水利の整備を行っていると

いう状況でございます。以上でございます。 

 

山﨑委員長   徳永委員、今の説明でよろしいでしょうか。 

これも私からひと言、今マップ形式といいますか、江別市の経済部でもまちを見え

る化といいますか、ランドマークといいますか、そういった意味で江別市の消火栓の

位置、120 メートルというのは遠い距離じゃないので、そんなのを図表にしたら点だら

けになるのかもしれませんけれども、地域ごとになにか消火栓の位置みたいのが表現

されているものがあるのでしょうか。 

例えば 10,000 分の 1 に落としこんだら大変だと思うんです。ただそれが自治体ごと

に、道路のここに消火栓があるよという表示があるかないか、そういう表現の仕方と

いいますか、この積雪地帯ですから、消防職員の方、日々消火栓に対して雪との戦い

は進んでいることと思います。 

ただ、私の知っている限りでは地元の方が自分の家の前の消火栓をきちんと除排雪

しているという方も見受けられますし、夏の間は消火栓という表示が立っていますか

ら普段気が付かなくてもちょっと見ることはあるという感覚ではいると思います。 
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ただ冬の間あの雪の山に囲まれたら、それは消防職員の方はもちろん分かっている

と思います。ただ普段雪の中で消火栓の位置を言われてもどこだったかなという感覚

があるかと思うので参考までにお聞きしたいのですが。 

 

警防課長    今うちの方では住宅地図、こちらの方には消火栓のマークと、管理をしております

ので、何番の消火栓か全部番号をふっておりますので、その地図には消火栓の位置と

消火栓の番号を明記しております。 

 

山﨑委員長   地元住民の方が、これがハザードマップでしたら大雑把に地区の色塗りでここは標

高何メートルですよ、ですから水害等の危険性があります、というハザードマップが

あります。ただ、私の日常の感覚ですと、消火栓というと、あれ？という感覚が脳裏

に浮かびまして、実際に自分の地域でもし火災が起きたら消火栓の位置がすぐに言え

る人といったら何人いるのかなと、これはふとした疑問です。 

 

庶務課長    今いろいろご質問があったその消火栓の維持管理につきましては、約 1,000 本近い

消火栓があると申しましたけれども、今、約 70パーセントの方が地域として自分の家

の前にあるということで水利の除雪協力をしていただいているところでございます。

その方々には毎年お礼状を出したり消防隊員が巡視に行ったときにお礼を言うという

こともやっておりますし、先ほど委員長がこの高い雪山の中で消火栓はどうなんだと

いうことをおっしゃいましたけれども、今消火栓も短い形から、ちょっと背の高い背

伸び消火栓というのですけれども、そういう高い消火栓でなるべく消火栓の存在位置

を高めようということで周知する方法もやっております。 

また、先ほど委員長のおっしゃったマップ化なのですけれども、昨年度酪農大学と

提携しまして、市内の地図を用いてどこに消火栓があって、そして先ほど言った消火

栓というのは 120 メートルの円を書くのですけれども、昭和 40年代後半の日本列島改

造論の時に各地主さんが個々に宅造してしまったがために消火栓が近くにあるという

過充足の状況もきているところがあるんです。これについては昨年酪農大学の生徒さ

んとその辺の整備を行うというちょっと実験的なこともやりまして、それについては

今後行政の中で過充足を解消しながら未充足のところにその消火栓をもって総本数は

変えないまでも充足率を高めるというような方法を検討していくという方向で進むの

かなというふうに思っております。 

 

山﨑委員長   非常にご丁寧な説明感謝申し上げます。委員の方他によろしいですか。 

 

丸山委員    今消火栓のお話がありましたけれども、市内には防火水槽で災害時の飲料になるタ

ンクが兼務になっているのが地域に設置されております。そういう部分が今マップの

中で市民が分かるようにしますと非常時にはすごく役に立つと思います。 

 

庶務課長    地域の防災マップに中には、今委員がおっしゃったように緊急貯水槽としてござい

ますけれども、ひとつひとつの消火栓というのは数が多くございますのでそれについ
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ては記載されていないという状況でございます。あくまでもゼンリンの地図とかを買

うとそれについては消火栓のマークが出ているところがございます。以上です。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。そういった飲料にも使える防火水槽があるなんて私は初

めて認識しました。本当に丸山さんありがとうございました。 

あと委員の方よろしいですか。それでは（3）の平成 26 年度消防関係年間行事につ

いて説明願います。 

 

庶務課長    それでは私の方から、資料 6 ページをご参照願いたいと思います。 

これについては26年度消防関係年間行事予定表ということを書かせていただいてお

ります。 

これについては各月ごとに消防におきます事業、または関連事業、各種防火団体で

の活動事業等を列記しているものでございます。これについては概ね 25年度に実施し

た内容と大きく差の出るものはございません。 

この中では※印として 9月上旬ということで江別市防災訓練が 26 年度、市役所また

は市民会館を中心とした地区で実施される予定であります。ということと、9 月の下旬

に同じく※印で消防関係物故者慰霊祭、10 月上旬については第 1 回目の江別市消防委

員会、1月 6日につきましては消防出初め式、これにつきましても、本年 1月 6 日にも

市役所前、市民会館で実施させていただきながら、このとき山﨑委員長にもご出席を

いただきまして消防出初め式を挙行したというところでございます。 

それとまた 2 月の中旬には第 2 回目の江別市消防委員会を開催したいというふうに

考えているところでございます。年間予定表については以上でございます。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。今の消防関係年間行事について委員の方ご質問ございま

すか。 

この年間行事にこれだけひとつの予定表として見られるのは今回新しいのかなとい

うふうに見ております。 

ここで今課長から説明があって、この部分は例年になかった部分というのは各ある

とは思いますけれども、特に何か力を入れてやっている部分というのはどれなのでし

ょう。 

庶務課長    特に力を入れているというよりも全体的に消防業務として大事なものと取り組みな

がらやっておりますので、これについては甲乙付けがたいという感じでおります。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。委員の方よろしいでしょうか。 

それでは（4）消防救急デジタル無線協同整備についてご説明願います。 

 

警防課長    消防救急デジタル無線協同整備についてご説明いたします。 

まずは資料の 7をご覧下さい。1の背景でありますが、電波法関係審査基準の改正に

よりまして全国全ての消防本部で使用しておりますアナログ方式の救急無線が平成 28

年 5 月末以降デジタル方式の消防救急無線の使用となったことによります。 
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2 の事業概要につきましては、当市を含め札幌市を受託団体として札幌市消防局、千

歳市消防本部、恵庭市消防本部、北広島市消防本部、石狩北部地区消防事務組合の 6

消防本部間におきましてデジタル無線を共同で整備したところでございます。 

スケジュールといたしましては平成 21 年度に基本設計、平成 22 年度に実施設計を

行いまして平成 23 年度から 3 か年で整備を行い昨年の 10 月 1 日より工事が完了しま

して運用を開始したところでございます。 

3 番目のデジタル化によるメリットにつきましては 4 つほど記載しておりますが、デ

ジタル化によりまして（2）番目でございますが、無線のチャンネル数の増波、当市が

単独で使用できたチャンネル数が 3波から 5波と 2 波増えております。 

また、共同で整備したことによるメリットでありますが、整備費用、こちらの方も

低減化してございます。共同利用が可能な設備は共同で利用しておりますことから整

備にかかる費用、こちらの方も低減化となっているところが整備としてのメリットで

ございます。 

4 番目の整備費でございますが、管内総額の総事業費 36 億 2,101 万 5 千円、当市の

負担金額につきましては負担割合が 6.59 パーセントということがございまして、2 億

3,862 万 5千円の整備費となっているところでございます。 

5 番目の整備後の維持管理につきましても、今後安定した無線通信及び効率的な運用

に向けて整備時同様にこれは共同で維持管理を行っていくところでございます。雑駁

ではございますが以上でデジタル無線共同整備についてご説明を終わります。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。なかなか技術的なことで、前回の委員会の後に無線通信

施設を見学したところです。広域になったことでより精度が高くなって、広域化され

たことは大変いいことだとは思いますけれども、なかなか仕事も煩雑になってくるな

ど多様性を持った部分だと思います。委員の方、この件に対して質問ございますか。 

 

徳永委員    整備費の江別市負担が 6.59 なのですけれども、今後の維持管理、ランニングコスト

についても触れられておりますけれども、ランニングコストの負担割合もこの負担割

合に準じたものになるのかという点、もう一点、今回のデジタル化によって石狩管内

広域的に無線を利用するわけでありますけれども、この中で大規模災害時うんぬんと

いう表現がございますけれども、現状でもいわゆる大規模な災害、火事等があった時

に他町村から緊急出動の要請のひとつの基準というものがあるのか、実際そういうこ

とが今まであったのか、今後そういう管轄を超えてのお互いの支援等々についての定

め等があるのか伺いたいと思います。 

 

警防課長    一点目の維持管理の負担割合でございますが、こちらも整備費同様同じ負担割合数

値にて維持管理経費こちらの方も進めていく方向でございます。 

続きまして広域災害、まず例を挙げますと、従前各本部ネットワークしておりませ

んでしたので、数年前浜益の方で大規模なトンネル事故、こちらの方にうちの救急隊

は広域応援で出動しております。 

しかしながら、昔アナログ無線は、浜益から石狩の消防署とうちの救急隊は無線交
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信が可能だったのですが、江別消防とは無線が通じない状況でございました。これが

ネットワーク化したことによりましてうちの車が浜益、あるいは千歳に行っても江別

消防と無線交信が可能となります。 

これは各本部が無線を聞いておりますことから、全ての災害が各本部で状況の把握

ができまして、次に何を用意しなければならない、次また出動応援があるというよう

な予測を立てることが可能となりますので、同じ情報を共有してひとつの大きい災害

に対応が可能というふうになります。 

それとその協定的には例えば江別と札幌、あるいは江別と岩見沢とか隣接する消防

本部との協定もございますし、北海道応援協定、こういう形もございます。 

記憶に新しいところでは緊急援助隊出動ということで東北大震災、こちらの方にも

うちの救助隊、あるいは救急隊が 3 回ほど応援協定に基づいて東北の方に出動してお

ります。幸いにも江別はそのような大きい災害にはまだ遭ってはおりませんので、来

ておりませんけれども、一般的な応援協定で例えばうちに救急車がなくなった場合に

札幌市に応援を求めたり、あるいは逆にうちが応援をするということは普段からおこ

なっているところでございます。以上です。 

 

山﨑委員長   ありがとうございました。徳永委員よろしいですか。 

 

消防長     今までの大災害の関係で支援があったかという部分の補足なのですけれども、先ほ

ど警防課長が東日本大震災の関係のお話をしたのですが、以前にも苫小牧でのナフサ

タンク火災、そちらの方にも江別から行っていますし、有珠山の噴火、これにも江別

の消防隊として活動しております。 

道内でもそのような活動が今後も支援要請があった場合には江別から出動するとい

うことも予想されるしだいでございます。以上です。 

 

山﨑委員長   はい。委員の方質問よろしいですか。 

それでは、4 件につきまして報告ということで委員の皆様確認されたことと思います。

よろしいですね。 

それでは 5.のその他に入らせていただきます。全体を通して委員の方ご質問ござい

ますか。また、事務局の方その他について発言があれば。 

それでは 6.閉会ということで、私からひと言申し上げます。 

昨年暮れの 10か年アクションプランについて私の手元に、また委員さんの手元に議

事録が事前の届いてあったと思います。私もこの委員会に何度か委員として出席させ

ていただきまして、これだけ微に入り細に入った議事録を読み込んだのははじめてで

ございます。読んでいて感動いたすといいますか、非常に記録をされた方ご苦労をか

けたなと思います。 

なぜそういう話をするかと言うと、この各市町村また、都市部においてもいろんな

委員会が開催されております。 

特に私が一番記憶に新しいところ、東京電力の原子力の災害対策の議事録が全く残

っていないということにものすごく憤りを感じております。そういう背景がありまし
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て、すばらしい議事録だなと、またこれを読み込んだ委員の方、やはりこの忙しいな

かこの委員会に出席して江別市の市民の人命財産、または防災に関われることを誇り

に思うことと思います。 

今後私ども委員ができることは、どんどん協力して参る所存でございます。ぜひ職

員の皆さん消防団の皆さん、このアクションプランに基づいてより充実した体制を築

かれることを望んでおります。 

これで議長を解任させていただきます。本当に皆さんご協力ありがとうございまし

た。 

 

庶務課長    ありがとうございました。以上をもちまして平成 25 年度第 2 回江別市消防委員会を

閉会させていただきます。本日はお疲れさまでした。 


