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令和５年第１回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会会議録 
 
◇令和５年２月７日（火）午前 10時 00分より柏羽藤環境事業組合議場において開会 
 
◇議事日程 

日程第１  会期の決定について 

日程第２  会議録署名議員の指名について 

日程第３ 報告第１号 専決処分報告について（職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて） 

日程第４ 議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選任につき同意を

求めることについて 

日程第５ 議案第２号 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報の保護に関する法律施行条

例の制定について 

日程第６ 議案第３号 柏原羽曳野藤井寺消防組合情報公開条例の一部改正について 

日程第７ 

 

議案第４号 

 

令和４年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正予算（第３

号） 

日程第８ 

 

議案第５号 

 

令和５年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算 

 

日程第９ 

 

議案第６号 

 

消防功労者表彰の推薦について 

 

日程第 10 

 

議員提出議案

第１号 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の個人情報の保護に関する条例

の制定について 

日程第 11  一般質問について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○出席議員（１２名） 

１番  峯 弘之議員 

２番  笠原由美子議員 

３番  生田達也議員 

４番  中村保治議員 

５番  沼元彩佳議員 

６番  片山敬子議員 

７番  奥山 渉議員 

８番  渡辺真千議員 

９番  山本忠司議員 

１０番  大坪教孝議員 

１１番  樽井佳代子議員 

１２番  麻野真吾議員 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○欠席議員（０名） 

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

管理者       冨宅正浩 

副管理者      山入端 創 

副管理者      岡田一樹 

消防長       曽我部浩治 

署長        畑中正史 

総務担当副理事   奥谷裕之 

予防担当副理事   谷口信次 

警防担当副理事   松井 勲 

総務課長      永橋宏隆 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○職務のため出席した職員 

書記長       小池一彰 

書記        北野佳則 

担当職員      小林大吾 

担当職員      萬田淳代 

担当職員      坂上仁敏 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
△開会 午前 10時 00分 

○大坪教孝議長 皆様、おはようございます。本日は、令和５年第１回柏原羽曳野藤井寺消防組

合議会定例会の開催にあたり、ご通知申し上げましたところ、議員各位には時節柄、大変ご多

忙中にもかかわりませず、ご参集いただきましてありがとうございます。 

本定例会の運営にあたりまして、円滑な議事の進行に努めて参りたいと思いますので皆様方

のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

それでは、開会にあたりまして、消防組合管理者からご挨拶をお受けすることにいたします。 

◎冨宅正浩管理者 議長。 

○大坪教孝議長 はい、管理者。 

◎冨宅正浩管理者 皆様、改めましておはようございます。 

令和５年第１回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会の開会に際しまして、一言ご挨拶を申

し上げます。 

本日は、定例会の開催をお願い申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご多忙

の中、ご参集を賜りましたことに、厚く御礼を申し上げます。 

さて、本日は、報告案件、人事案件、予算案件など合計７案件をご提案申し上げております。

よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○大坪教孝議長 ただ今の出席議員 12名でございます。定足数に達しておりますので、ただ今か

ら令和５年第１回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会を開会いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
△開議 

○大坪教孝議長 それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間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」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 116 条の規定により、私から指名することとさせ

ていただきます。 

11番 樽井佳代子議員、12番 麻野真吾議員を指名いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第３、報告第１号 専決処分報告についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長、消防長曽我部です。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第３、報告第１号専決処分報告についてでございます。 

専決させていただきました内容は、職員の給与に関する条例の一部改正についてでございま

す。これは、地方自治法第 179 条第１項の規定によりまして、令和４年 12 月 28 日に専決処分

させていただいたことについて報告し、その承認を求めるものでございます。 

議案書１ページをお開き願います。 

今回の改正は、令和４年の人事院勧告について柏原市の条例改正に倣い行うものでございま

す。 
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続いて議案書３ページをお開き願います。 

主な改正内容の１点目は、人材確保の観点等を踏まえ、初任給の引き上げ及び若年層職員の

給料を中心に平均 0.3％引き上げることを基本とするものでございます。 

２点目は、民間との格差を埋めるため、期末勤勉手当いわゆるボーナスを常勤職員は 0.1 か

月分引き上げ、年間支給月数を 4.4か月に、再任用職員は 0.05か月分引上げ、年間支給月数を

2.3か月とするもので、その引き上げ分は勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配

分いたします。 なお、この条例の施行日は公布の日とし、常勤職員の給料表の改定は令和４年

４月１日から、ボーナスの改定は令和４年 12月１日からといたしております。 

本来ならば議会の開催をお願い申し上げ、議決をいただくのが当然ではございますが、日程

上、議会の開催も思うにまかせない状況でございましたので、専決処分とさせて頂いた次第で

ございます。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご承認賜りますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第３、報告第１号 専決処分報告について、原案のとおり承認すること

に、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって報告第１号は原案のとおり承認いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第４、議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第４、議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選任

につき同意を求めることについてでございます。議案書 11ページをお開き願います。 

これは、柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の川崎裕子氏が、令和５年２月の任期満

了に伴いまして、当消防組合公平委員会の委員を再任することについて、地方公務員法第９条

の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

川崎裕子氏は、ご住所が柏原市上市、生年月日は昭和 27 年生まれの 71 歳。略歴につきまし

ては議案書をご参照いただきますようお願いいたします。なお、委員の任期は４年でございま

す。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご同意賜りますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第４、議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選任に

つき同意を求めることについて、原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第１号は原案のとおり同意いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第５、議案第２号 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 消防長。 
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◎曽我部浩治消防長 それでは、日程第５、議案第２号 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報の

保護に関する法律施行条例の制定についてございます。議案書 12ページをお開き願います。 

今回の条例は、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護法制の一元化」、「個人情報

保護とデータ流通の両立・強化」及び「個人情報保護制度の国際的調和」を図るため、個人情

報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体にも新法の規定が適用

となり、新法の施行に必要な事項を条例で定める必要がありますが、現行の本組合個人情報保

護条例の規定の大半が新法に規定されていることから、現行条例を廃止し、新たに新法の施行

に伴い、本組合の個人情報保護制度の運用に必要な事項を定める条例を制定するものとなって

います。主な内容といたしまして、３点ございます。 

１点目は、「個人情報取扱事務の届出等」でございます。新法による新たな制度として、対象

者数 1,000 人以上となる個人情報データベースの名称や利用目的、記録項目等を記録する「個

人情報ファイル簿」の作成、公表が義務付けられましたが、1,000人未満の事務に対する管理規

定は定められておりませんので、引き続き 1,000 人未満の個人情報を適正に管理するため、第

３条で個人情報取扱事務の届出等に関して規定するようにしております。 

２点目は、「開示請求に係る手数料等」でございます。新法において、「実費の範囲内におい

て条例で定める額の手数料を納めなければならない」とされておりますが、現行、開示請求に

係る費用の手数料は無料としておりますので、引き続き、市民サービスの低下を招くことがな

いよう、第４条で開示請求に係る手数料を「無料」とさせていただいております。 

３点目は、「個人情報保護制度の運用状況の公表」でございます。運用状況の公表につきまし

ては、現行条例において定められていますが、新法においては、公表義務は定められておりま

せん。しかし、個人情報保護制度の適正な運営に資すると考えられることから、引き続き、第

６条で運用状況の公表について規定することとしております。なお、施行日は令和５年４月１

日としております。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご決定賜りますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第５、議案第２号 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報の保護に関する

法律施行条例の制定について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第６、議案第３号 柏原羽曳野藤井寺消防組合情報公開条例の一部

改正についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第６、議案第３号 柏原羽曳野藤井寺消防組合情報公開条例の一部改

正についてでございます。議案書 17ページをお開き願います。 

今回の条例改正は、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公

共団体にも改正個人情報保護法の規定が適用されることとなったことに鑑み、改正個人情報保

護法と情報公開制度との整合性を図るため、所要の改正をさせていただくものでございます。 

改正内容でございますが、開示義務について規定している第５条におきまして、開示義務の

例外として不開示とする個人情報の中に、「死者に関する情報」を含めることや、不開示個人情

報の例外とされる公務員の中に、「独立行政法人等の役員及び職員」を加えることなどを規定い

たします。 

また、開示決定等の期限と開示決定等の期限の延長を第 10条で、開示決定等の期限の特例に

ついて第 11条で、それぞれ規定しておりますが、個人情報保護法制の一元化の趣旨に鑑み、期

限に関する日数を法の規定に合わせるようにしております。なお、施行日は令和５年４月１日
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としております。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご決定賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第６、議案第３号 柏原羽曳野藤井寺消防組合情報公開条例の一部改正

について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第７、議案第４号 令和４年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第７、議案第４号 令和４年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補

正予算（第３号）でございます。議案書 19ページをお開き願います。 

この内容は、第１条で、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ 2,532 万 2,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ 31億 3,325万 5,000円とするものでございます。 

次の第２条では、地方債の補正をお願いしております。 

次ページに移りまして、歳入の補正からご説明申し上げます。 

款１分担金及び負担金、項１分担金 3,852 万 6,000 円につきましては、三市分担金を減額す

るものでございます。内訳につきましては、柏原市 1,134万 8,000円、羽曳野市 1,649万 7,000

円、藤井寺市 1,068万 1,000円をそれぞれ減額するものでございます。 

次に款２使用料及び手数料、項２手数料 43万 5,000円につきましては、条例に基づく手数料

の収入が増えたためでございます。 

次に款３国庫支出金、項１国庫補助金 1,034 万 8,000 円につきましては、消防ポンプ自動車

の補助金採択に伴う増額でございます。 

次に款４財産収入、項１財産売払収入 211 万 1,000 円につきましては、中型バスを売却した

ことによる増額でございます。 

次に款５繰越金、項１繰越金 635 万円につきましては、令和３年度の収支残高を受け入れた

ことによる増額でございます。 

次に款６諸収入、項１消防組合預金利子 7,000 円につきましては、消防組合預金利子が確定

したことにより減額し、項２雑入 273 万 3,000 円につきましては、主に救急支弁金の減額によ

るものでございます。 

次に款７組合債、項１組合債 330 万円につきましては、起債額が確定したことによる減額で

ございます。 

合計 2,532 万 2,000 円を減額し、歳入総額 31 億 3,325 万 5,000 円とするものでございます。 

次に、歳出の補正をご説明申し上げます。次ページをご覧ください。 

款１議会費、項１議会費 47万 1,000円につきましては、旅費の不用額により減額するもので

ございます。 

次に款２総務費、項１総務管理費 15万円は退職手当額の確定により増額するものでございま

す。 

次に款３消防費、項１消防費 2,405 万 8,000 円の減額につきましては、各節別にご説明させ

ていただきます。少し進んでいただき 28ページをお開き願います。 

目１常備消防費、節２給料 294 万 1,000 円につきましては、主に再任用予定職員の減少によ

り減額するものでございます。 

節３職員手当等につきましては、主に昨年の人事院勧告により、711万円を減額するものでご

ざいます。 
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節４共済費につきましては、増減はございません。 

節８旅費 88万 2,000円につきましては、特別旅費及び教養旅費の不用額により減額するもの

でございます。 

次ページに移りまして、節 10需用費 337万 1,000円につきましては、消耗品費等の不用額に

より減額するものでございます。 

節 11 役務費 82 万 8,000 円につきましては、主に車両や施設保守手数料の不用額により減額

するものでございます。 

節 12委託料 320万 3,000円につきましては、主に清掃管理業務及び職員検診料の不用額によ

り減額するものでございます。 

節 13使用料及び賃借料 167万 3,000円につきましては、主に感染防止衣借上料及び空調照明

機器等借上料の不用額により減額するものでございます。 

節 17備品購入費 362万 9,000円につきましては、入札執行に伴う不用額により減額するもの

でございます。 

次ページに移りまして、節 18 負担金、補助及び交付金 36 万 1,000 円につきましては、主に

教養負担金の不用額により減額するものでございます。 

次に目２火災予防救急普及費、節 7 報償費４万円につきましては、防火図画賞品及び参加賞

の不用額により減額するものでございます。 

節 10需用費１万 3,000円につきましては、印刷製本費の不用額により減額するものでござい

ます。 

節 17 備品購入費 7,000 円につきましては、不用額により減額するものでございます。以上、

消防費についての説明でございます。 

続きまして、恐れ入りますが 21ページにお戻り願います。 

款４公債費、項１公債費 94万 3,000円につきましては、主に令和３年度債の利率等確定によ

るものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ 2,532 万 2,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を 31 億 3,325 万

5,000円とするものでございます。 

以上で令和４年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正予算（第３号）の説明を終わらせ

ていただきます。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご決定賜りますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第７、議案第４号 令和４年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正

予算（第３号）について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○大坪教孝議長 次に、日程第８、議案第５号 令和５年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計

予算を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第８、議案第５号 令和５年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予

算でございます。 

別冊の令和５年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算１ページをお開き願います。 

この内容は、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ 49億 2,979万 2,000円と定めるもので

ございます。 

第２条は地方債、第３条は一時借入金の限度額を、第４条では歳出予算の流用について定め

ております。 
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それでは、一般会計予算の概要について、歳入歳出予算事項別明細書でご説明させていただ

きます。９ページをお開き願います。まず、歳入の部でございます。 

款１分担金及び負担金、項１分担金、目１組合分担金につきましては、28 億 9,851 万 5,000

円でございます。内訳といたしまして、柏原市８億 5,018万 4,000円、羽曳野市 12億 4,341万

7,000円、藤井寺市８億 491万 4,000円でございます。 

項２負担金、目１消防費負担金、広域関連負担金につきましては、19億 5,533万 6,000円で

ございます。これは令和４年１月 13日に５市２町１村及び当消防組合の間で締結いたしました

消防指令センター及びはしご車の共同整備に関する協定に基づく負担金でございます。按分方

法は柏原市、羽曳野市、藤井寺市、３市については令和４年度における基準財政需要額の消防

費の関係市町村合計額に対する割合に応じた金額で、残りの２市２町１村についてはそれぞれ

の合計額に消防広域化検討会の試算に用いた平成 27 年度から令和２年度までの消防費決算額

の平均額に応じて按分した金額となっております。柏原市２億 8,113 万 6,000 円、羽曳野市４

億 557万 8,000円、藤井寺市２億 6,808万円、他２市２町１村分でございます。 

次に款２使用料及び手数料、項１使用料、目１総務使用料１万 1,000 円につきましては、電

柱設置の敷地使用料として関西電力から受け入れるものでございます。 

項２手数料、目 1 消防手数料 110 万円につきましては、条例に基づく手数料の見込み額でご

ざいます。 

次に款３国庫支出金、款４財産収入、款５繰越金につきましては、1,000円を枠取りさせてい

ただいております。 

次に款６諸収入、項１消防組合預金利子、目１消防組合預金利子４万 3,000 円につきまして

は、資金運用利子の見込み額でございます。 

次に項２雑入、目１雑入 1,338 万 4,000 円につきましては、西名阪自動車道に係る救急支弁

金、派遣人件費補填金、自動販売機設置及び火災予防協会に係る行政財産目的外使用料、ふる

さと納税返礼品の代金を受け入れるものでございます。 

次に款７組合債、項１組合債、目１組合債 6,140 万円につきましては、消防庁舎の整備及び

消防ポンプ自動車等の更新に伴う起債額でございます。 

次に、歳出の部をご説明申し上げます。12ページをお開き願います。 

款１議会費、項１議会費、目１議会費 205 万 8,000 円につきましては、消防組合議会運営諸

経費でございます。 

次に款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費 6,493 万 4,000 円につきましては、管理

者・副管理者の諸経費、各種委員会委員の報酬及び職員の退職手当等でございます。 

目２公平委員会費２万 4,000円につきましては、公平委員会委員の報酬でございます。 

項１の総務管理費合計 6,495万 8,000円をお願いするものでございます。 

次ページに移りまして、項２監査委員費、目１監査委員費 14万 4,000円につきましては、監

査委員の報酬でございます。 

次に款３消防費、項１消防費、目１常備消防費 46億 3,193万 5,000円につきましては、職員

の給与・手当など、消防業務の運営のための維持管理費等の費用でございます。各節別ごとに、

ご説明させていただきます。 

節２給料 10 億 5,403 万 1,000 円、節３職員手当等９億 1,311 万 4,000 円につきましては、   

職員 267名と再任用職員 21名分でございます。 

節４共済費３億 9,357万 5,000円につきましては、共済組合負担金等でございます。 

節５災害補償費につきましては、1,000円を枠取りさせていただいております。 

節７報償費 24万 8,000円につきましては、消防記念日表彰式典、市民表彰の記念品等でござ

います。 

節８旅費 428万 3,000円につきましては、特別旅費、教養旅費等でございます。 

節９交際費につきましては、消防長交際費５万 6,000円でございます。 

次ページに移りまして、節 10需用費１億 54万 3,000円につきましては、消耗品費、燃料費、

光熱水費及び消防庁舎、車両等に係る修繕料等でございます。 

節 11 役務費 2,326 万 8,000 円につきましては、通信運搬費、保険料及び手数料でございま

す。 

節 12委託料 8,210万 6,000円につきましては、職員検診料、職員福利厚生費及び庁舎に係る
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設備管理業務の委託料でございます。 

次ページに移りまして、節 13使用料及び賃借料 2,173万 5,000円につきましては、寝具使用

料、機器等使用料でございます。 

節 15原材料費 40万円につきましては、消防庁舎、車両等に係る原材料費でございます。 

節 17 備品購入費 20 億 2,450 万円につきましては、先ほどご説明申し上げました広域化によ

る消防指令センター改修整備及びはしご車の共同整備と救助支援車の更新をはじめとする消防

用備品、高規格救急自動車の更新による救急用備品、救助用備品及び庁用備品の購入費等でご

ざいます。 

節 18負担金、補助及び交付金 1,224万 7,000円につきましては、各種会費負担金、教養負担

金等でございます。 

18ページに移りまして、節 21補償、補填及び賠償金につきましては、1,000円を枠取りさせ

ていただいております。 

節 26公課費 182万 7,000円につきましては、車両に係る重量税でございます。 

次に、目２火災予防救急普及費 219 万円につきましては、防火・救急の普及啓発に係る消耗

品、備品等の機材購入費でございます。 

以上、款３消防費につきましては、46 億 3,412 万 5,000 円をお願いするものでございます。 

19ページに移りまして、款４公債費、項１公債費、目１元金、目２利子につきましては、２

億 2,550万 7,000円をお願いするものでございます。 

次に款５予備費、項１予備費、目１予備費につきましては、300万円を計上しております。 

以上、歳入歳出それぞれ 49億 2,979万 2,000円をお願いするものでございます。 

簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご決定賜りますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 はい、説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑は、ございませんか。 

◆８番（渡辺真千議員） （挙手）はい。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺真千議員。 

◆８番（渡辺真千議員） はい。８番渡辺です。ただいま上程されました令和５年度予算につい

て質問させていただきます。 

まず歳入についての１点目、令和５年度のこの予算では、はじめて令和６年、広域化される

ということで、この関連がこの９ページに加わっています。ご説明によりまして、自治体の負

担割合については、よく分かりました。その、あと広域化後の負担金についてですけど、協議

会の正式な決定がされると思いますけど、それはいつ頃になるのかをお聞きしたいと思います。

それが１点目です。 

続いて２点目、10ページの組合債についてです。組合債についてですけど、施設整備事業債

として緊急防災・減災事業債の対象となる具体的な事業の内容と、それぞれの起債充当率や地

方交付税算入率についてお聞きしたいと思います。 

続いて３点目、歳出について、16 ページの備品購入費の広域化の改修の整備の中身ですね。

主な内容についてお聞きします。 

続いて４点目、22ページの令和５年度の職員数なんですが、令和４年度と比較していまして

５人増員されています。令和５年度の新規採用の状況と今後の採用の予定についてお聞きした

いと思います。 

最後に５点目、26ページに等級別職員数が掲載されています。職員の年齢構成については現

在どのようになっているのかをお聞きいたします。以上５点について、ご答弁どうぞよろしく

お願いいたします。 

○大坪教孝議長 只今の渡辺真千議員の質問に対しての答弁を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 お答えさせていただきます。 

まず、１点目の歳入の広域化関連負担金についてご説明させていただきます。予算説明の冒

頭でご説明させていただいたとおり、広域化関連負担金は５市２町１村と当消防組合の間で締

結した協定に基づく負担金でありまして、広域化後の負担金につきましても同様の割合で現在
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協議を進めており、令和５年２月 16 日の消防広域化協議会で諮られる予定となっております。 

続きまして、２点目の組合債についてですが、緊急防災・減災事業債として予定しておりま

すのは、消防広域化の際に新たな部隊として創設される予定の風水害高度救助機動部隊の車両

となる救助支援車と、築 44年となる藤井寺分署感染症対策及び長寿命化工事に係る設計業務と

なっており、こちらは起債充当率 100％、交付税算入率 70％と有利な起債となっております。 

続いて、施設整備事業債といたしまして予定としておりますのは、国分出張所に配置予定の

高規格救急自動車と羽曳野出張所に配置予定の小型動力ポンプとなっており、こちらは起債充

当率が事業費の３分の１、交付税算入率が 70％となっております。 

続きまして３点目の備品購入費にある広域化改修整備費については、はしご車 15メーター級

消防広域化共同整備１億 1,820 万円及び高機能消防指令センター消防広域化改修整備 18 億

3,700万円となっております。はしご車については富田林消防署に配置する予定で、高機能消防

指令センターについては、広域化に対応するため３消防本部の指令センターを改修し、現在の

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部３階に統合整備する予定で、現在改修を行っているところ

でおります。 

４点目といたしまして、職員数５人増員の内訳といたしまして、自己都合退職や定数に積算

される再任用フルタイム職員として見込んでいた職員の退職に伴いまして、定数より欠員が生

じた分の補充でございます。令和５年度では、13名の採用を予定しておりまして、消防学校で

は半年間の教育を終え、現場配置となります。また次年度以降も同じく、退職者の補充による

採用を行う予定となっております。 

５点目といたしまして、当消防組合の年齢構成につきましては、平均年齢は 42.5歳となって

おります。令和３年全国平均年齢 38.2歳より高い水準となっているところです。内訳といたし

まして 60歳代 24 名、50歳代 62 名、40歳代 78 名、30歳代 55 名、30歳未満で 61 名となって

おります。以上でございます。 

◆８番（渡辺真千議員） （挙手） 

○大坪教孝議長 はい、渡辺真千議員。再質問ありますか。 

◆８番（渡辺真千議員） はい。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺議員。 

◆８番（渡辺真千議員） 質問はありませんけども、意見、要望述べさせてもらいます。 

ご答弁ありがとうございました。令和５年度の予算では、初めて広域化を進めるにあたって

の予算が計上されたということがよく分かりました。それで早速、高機能の消防指令センター

とはしご車が広域化改修整備費として計上されています。広域化に当たりましては、この協議

会で随時報告されています。しかし、報告されている内容は、決定事項だけが報告されるだけ

で、なかなかこれまでどういうふうな分野で審議されてきたのかということは、なかなか理解

することができないのですけれど。とりあえずはもう広域化によって市民の命と安全が守られ

るということが大きな目的となっています。それには、人員体制の充実と働き甲斐ある職場づ

くりがとても大事だと思っています。で、職員採用につきましても前向きに検討されていると

いうことをお聞きをいたしました。また、年齢構成については全国的な平均よりも少し高いと

いうことが分かりましたが、今後バランスをも考慮しつつ専門性が確実に受け継がれていくよ

うな職員体制となるように要望いたしまして、私の質問は終わります。ありがとうございまし

た。 

○大坪教孝議長 他に質疑は、ございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

よろしいですか。ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第８、議案第５号 令和５年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算

について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第５号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第９、議案第６号 消防功労者表彰の推薦についてを議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 
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◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 消防長。 

◎曽我部浩治消防長 日程第９、議案第６号 消防功労者表彰の推薦についてでございます。 

恐れ入りますが、議案書 33ページをお開き願います。 

これは、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防功労者表彰条例第２条の規定により該当する元職員

を推薦するものでございます。 

推薦者は、土堤内清次氏及び芝池清隆氏でございます。両名にあっては柏原羽曳野藤井寺消

防組合消防士を拝命して以来要職を歴任し、令和４年３月 31 日に退職するまで永きにわたり、

地域住民の生命財産を守るため、常に消防力の向上と消防組合の充実発展に寄与し、職務に恪

勤精励した功績は誠に顕著であったことにより推薦するものでございます。 

以上、簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、よろしくご審議のうえご決定賜りますよう

お願い申し上げます。以上でございます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

  これより質疑にはいります。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので、質疑を終わります。 

お諮りします。日程第９、議案第６号 消防功労者表彰の推薦について、原案のとおり可決

することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議案第６号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 10、議員提出議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の個人

情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。 

議案提出者の麻野真吾議員、説明をお願いいたします。 

◆12番（麻野真吾議員） （挙手）はい。 

○大坪教孝議長 はい、麻野議員。 

◆12番（麻野真吾議員） 議席 12番、麻野でございます。 

ただいま上程されました、議員提出議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の個人情報

の保護に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

議案書の 34ページをお開き願います。 

議員提出議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定

についてでございます。 

本件につきましては、令和５年４月１日に施行されます個人情報の保護に関する法律の改正

に伴い、地方自治体は改正後の新法が適用されることとなりますが、本組合議会は、新法の適

用対象から除外されますことから、新法と同様の措置を講じるため、新たに条例を制定するも

のであります。制定内容については、36ページ以降をご覧ください。 

本組合議会における個人情報の対象及びその取扱い、審査会への諮問並びに罰則等について

規定しており、本条例の構成は、新個人情報保護法との整合性を勘案し、基本的には、同法の

各条文に沿ったものとしております。 

なお、条例の施行日は、令和５年４月１日からとしております。 

説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○大坪教孝議長 説明は終わりました。 

  本件については質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって質疑を省略いたします。 

お諮りします。日程第 10、議員提出議案第１号 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の個人情報

の保護に関する条例の制定について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、一般質問に入ります。 
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今回は、渡辺真千議員より２点、片山敬子議員より２点の質問を受けております。 

まず渡辺真千議員の質問を許可いたします。 
◆８番（渡辺真千議員） （挙手）はい、渡辺です。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺議員。 

◆８番（渡辺真千議員） ８番、渡辺です。私からは２点一般質問させていただきます。 

１点目は第８波の救急搬送困難事例というのが増加していると聞いていますが、これまでと

の比較はどうなのかをお聞きしたいと思います。救急車が出払っている場合の対応や、また、

この間の出場件数、また昨年との比較、そのうち高齢者施設からの救急搬送の依頼の事例はど

の程度あるのかをお聞きします。 

続いて２点目は、本消防組合は、四天王寺大学と大規模災害発生時の施設利用に関する協定

を締結しています。東キャンパスについて外部からの応援に来る緊急消防の援助隊の活動拠点

とするという事ですけれど、具体的にどのように利用される予定なのか。 

以上２点の質問です。ご答弁どうぞよろしくお願いいたします。 

○大坪教孝議長 只今の件について、答弁を求めます。 

◎松井勲警防副理事 （挙手）議長、警防担当副理事松井です。 

○大坪教孝議長 はい、松井副理事。 

◎松井勲警防副理事 渡辺議員のご質問に順次回答させていただきます。 

１点目の救急搬送困難事例、コロナ患者における病院照会回数４回以上かつ現場滞在時間 30

分以上の件数は、令和４年７月、８月の第７波が 66 件、令和４年 12 月、令和５年１月の第８

波 23件と第７波の方が該当する件数が多い状態でした。救急事案全体で救急隊が病院へ受入連

絡を実施する際の平均病院照会回数で比較すると、第７波が 2.4 回、第８波が 2.6 回と第８波

の方が受け入れ決定までに多くの医療機関へ収容依頼をかけている状態です。これは各種メデ

ィアでも報じられているとおり、コロナ患者に限らず冬季は心筋梗塞や脳卒中などの救急要請

が多い時期で、コロナと通常の救急により医療機関が逼迫し、受け入れが困難になっているこ

とが原因であると考えております。救急車が全隊出場した場合の対応としましては、消防隊の

乗り換えで非常用救急車２台を稼働させ、通常７隊の編成から９隊に増隊し、重症が疑われる

事案や救急隊の到着が遅れる場合は、消防車を先行で救急現場に向かわせて対応しております。

救急出場件数については、第７波が 3,183 件、一昨年同時期は 2,340 件、第８波が 3,117 件、

昨年同時期は 2,673 件となっており、一昨年、昨年と比べて出場件数が大幅に増加しておりま

す。高齢者施設からのコロナ患者搬送人員については、第７波が 59 件、第８波が 76 件と第８

波での搬送数が多くなっています。１点目については以上です。 

続いて２点目、四天王寺大学と大規模災害発生時の施設利用に関する協定の内容についてご

説明いたします。管内で大規模な災害が発生した場合、円滑に活動を実施するためには、外部

からの応援の受け入れが必須となります。四天王寺大学は、水災害に有利な高台に位置し、高

速道路及び幹線道路に近い場所であり、また、消防車両を駐車できる広大な敷地であるため、

全国から集結した緊急消防援助隊の宿営地として、使用させていただきます。なお、東体育館

を宿泊する施設として、東グラウンドを消防車両の駐車場として、指定させていただいており

ます。説明については以上となります。 

◆８番（渡辺真千議員） （挙手）はい。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺真千議員。 

◆８番（渡辺真千議員） はい、渡辺です。今、ご答弁にもありましたように、コロナ禍の中で、

コロナだけではなく一般の疾病や怪我で救急搬送というのが大変第８波では深刻であるという

ことが分かりました。また今コロナ患者の中で言いますと死亡数が人口比例して都道府県で一

番高いのが大阪です。やはり高齢者の死亡人数ですね。これを抑えることが大変今、課題とな

っていると思います。特に高齢者施設での感染拡大というものが深刻となっていまして、高齢

者施設で感染をどう抑えればいいのか。そして急変しやすい高齢者ですので、この本来は感染

すれば重症化しやすいからこそ軽症でも的確な入院というのが、まあ必要であると思いますけ

れども。なかなか病院の受け入れが上手くいっていないということが実情ではないでしょうか。

またコロナ感染症がまた５類になったとしてもまだまだ医療体制については見通しがつかない

のかと考えます。現場からの的確なご意見、また大阪府にもそれを届けていただいて医療と消

防体制の充実に努めていただきたいと思います。以上で質問は終わります。 
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○大坪教孝議長 続いて片山敬子議員の質問を許可いたします。 

◆６番（片山敬子議員） （挙手） 

○大坪教孝議長 片山議員。 

◆６番（片山敬子議員）はい、６番片山でございます。私からは２点質問をさせていただきます。 

１点目、令和４年 12 月 29 日に東京消防庁で発生した救急車の横転事故について、救急隊員

３人は事故発生前日の 28 日午前９時から事故が起きるまでの約 17 時間連続で勤務し、救急業

務の逼迫で長時間労働にならざるを得ない状況であり、救急車を運転していた 50代隊員は「眠

気に襲われた」と説明しているということでありました。救急の業務の逼迫は、当消防組合に

おいても同じような状況で大変ご苦労があるかと思いますが、長時間労働の過酷な状況で業務

を行っていただいている救急隊員の方々の健康管理等についてどのように対応されていますか

お聞かせ下さい。 

２点目は、現在消防組合において試験的に運用している通報の現状の状況を撮影してリアル

タイムで伝送することを実現した新しい通報システム Live119 について、他市の消防本部にお

いても導入しており、非常に有効性があると聞いておりますが、現在の状況と今後の運用方針

についてお聞かせ下さい。以上２点の質問をさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいた

します。 

○大坪教孝議長 はい。只今の件について、答弁を求めます。 

◎松井勲警防副理事 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、松井副理事。 

◎松井勲警防副理事 片山議員のご質問に順次回答させていただきます。 

１点目の救急隊の労務管理については、昨年の 11月１日付けで職員に周知しております。具

体的な内容としましては、救急出場が連続して６時間以上続くとき、１件の出場が３時間以上

続くとき、１当務の出場件数が 10件を超えるとき、１か月の予定勤務数の半分を経過した時点

で時間外手当が 20時間以上を超えている場合などは労務管理対象となり、署所内や署所間での

隊員の配置変更や、非常用救急車による救急隊を編成し正規隊との代替え出場を実施するなど

して、救急隊員個々の負担の軽減や負担の平準化などを図るよう対応しています。 

２点目の Live119につきまして、令和５年１月 16日から実証実験を開始しており、現在で４

件の奏功例がありました。１件は救助事案において傷病者の状況の確認に、他３件は心肺停止

事案において心肺蘇生法の確認のため使用し、いずれも有効に使用することができています。

令和６年からの本格運用開始に向け今後もホームページや SNS 等で市民の皆様に周知してまい

りたいと考えております。説明については以上となります。 

◆６番（片山敬子議員） （挙手） 

○大坪教孝議長 はい、片山議員。 

◆６番（片山敬子議員） はい。ご答弁ありがとうございました。 

まず１点目の救急隊員の労務管理についてお聞かせをいただきました。現在は、救急隊員の

個々の負担の軽減を図っていただいているとのことで安心をいたしました。けれどもコロナ感

染症の位置づけが本年５月８日に５類に移行する方針が決まりました。移行後、どの医療機関

でも発熱患者を診てくれればいいのですが、スムーズにいかなかった場合、救急が再び混乱す

る事態に陥るのではないのかという懸念の声も聞かれております。コロナ感染症は、まだまだ

厄介な病気でございます。様々な状況も不安定であると思います。救急の万全な体制を整えて

いただくことが隊員さんの健康と安全が確保されると思いますので、人員体制のあらゆる事態

を想像していただき、体制を整えていただくことを要望させていただきます。 

そして２点目の Live119についてお聞かせをいただきました。内容によると既に１月 16日か

ら実証実験で開始し、既に４件の事案に対応されたということでございますが、まだ実証実験

とは言え、スピード感をもって対応されているということで有効事例が出てきております。今

後令和６年からの運用に向けて通知をホームページや SNS 等などで行っていただくとのことで

ございますが、それと同時に実際にリアルで行われている救命救急講習会、防災訓練、防災フ

ェア等で検証を行っていただきたいと思っております。経験をしていただくことで、いざとな

った時に役立つことだと思っておりますのでよろしくお願いいたします。先行して大変素晴ら

しい取り組みをされていますので、要望させていただき質問を終わらせていただきます。 

○大坪教孝議長 はい、他に質問通告は受けておりませんので、一般質問はこれで終わります。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 これで本日の日程は、全て終了しました。慎重なるご審議、誠にありがとうご

ざいました。 

これにて、令和５年第１回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会を閉会いたします。 

提出されました案件は、すべて適正な議決とし、かつ円満裡に閉会させていただきましたこ

とを心から御礼申し上げます。 

ご協力ありがとうございました。これにて散会いたします。 

△閉会 午前 10時 56分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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