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令和３年第３回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会会議録 
 
◇令和４年 11月１日（火）午前 10時０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  議長の辞職許可について 

日程第４ 選挙第２号 議長の選挙について 

日程第５  副議長の辞職許可について 

日程第６ 選挙第３号 副議長の選挙について 

日程第７ 選任第２号 常任委員会の委員の選任について 

日程第８ 報告第４号 専決処分報告について 

「損害賠償の額の決定及び和解について」 

日程第９ 報告第５号 専決処分報告について 

「財産の取得について」 

日程第 10 議案第８号 柏原羽曳野藤井寺消防組合監査委員の選任につき同意を求める

ことについて 

日程第 11 議案第９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第 12 議案第 10号 職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

日程第 13 議案第 11号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

日程第 14 

 

日程第 15 

議案第 12号 

 

認定第１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２ 

号）について 

令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 16  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（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○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 

代表監査委員    巽 完次 

会計管理者     石橋敬三 

消防長       曽我部浩治 
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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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○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０分 

○片山敬子議長 皆さま、おはようございます。本日は、令和４年第３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、ご通知を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厚く御礼を申し上げます。 

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まいりたいと思いますので、皆

様方のご協力を賜りますよう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。 

皆様、改めましておはようございます。 

本日は、令和４年第３回の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２件、議案５件、認定案件１件の計８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。 

○片山敬子議長 ありがとうございました。 

それでは、今回、羽曳野市において役員改選がございましたので、新たに選出されました笠

原議員にご挨拶をお願いいたします。 

◆２番（笠原由美子議員）はい。 

皆さまおはようございます。この度羽曳野市議会において９月議会で役選がございました、

その後、後任を受けました笠原でございます。 

また、皆さまにはいろいろと微力ながらご尽力いただかないといけないことが多々あると思

いますが、しっかり頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた

します、ありがとうございます。 

○片山敬子議長 どうもありがとうございました。 

ただ今の出席議員は、12名でございます。定足数に達しております。よって、ただ今から令

和４年第３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。 

直ちに本日の会議に入ります。 

このたび役員改選のありました羽曳野市選出の議員の議席の指定を行います。２番 笠原由

美子議員、５番 沼元彩佳議員、８番 渡辺真千議員、11番 樽井佳代子議員。 

以上のとおり各議員の議席を指定いたします。よろしくお願いいたします。 

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

○片山敬子議長 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。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 
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ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日間と決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○片山敬子議長 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、議長において指名いたしま

す。 

議席８番 渡辺真千議員、議席９番 山本忠司議員を指名いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○片山敬子議長 私、このたび議長の職を辞職したく、本日付けをもって辞職願を提出しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、副議長と交代させていただきます。 

〔片山議長降壇除斥 中村副議長 議長席に着く〕 
○中村保治副議長 それでは、私から議事を進めさせていただきます。 

日程第３、議長の辞職許可についてを議題とします。 

本日付けで片山敬子議長から提出されました辞職願を、議会書記長に朗読させます。 

◎小池一彰議会書記長 辞職願 

私儀、今般一身上の都合により柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長の職を辞したいので、

地方自治法第 108 条の規定により議会の許可が得られますようお取り計らいお願いいたします。 

令和４年 11月１日 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議長 中村保治様 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長 片山敬子 

以上でございます。 

○中村保治副議長 朗読は終わりました。 

お諮りします。片山敬子議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって片山敬子議員の議長の辞職を許可することに決しました。 

〔６番 片山敬子議員 入場〕 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○中村保治副議長 ただいま議長が欠員となりました。よって日程第４、選挙第２号 議長の選

挙についてを議題とします。 

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項の規定により、指名

推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

お諮りします。指名の方法は私から行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって指名は私から行います。 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長に大坪教孝議員を指名します。 

お諮りします。ただいま指名しました大坪教孝議員を柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長の

当選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました大坪教孝議員が満場一致をもちまして

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました大坪教孝議員が議場におられますので、本席から、会議規則

第 31条第２項の規定により告知します。 

ただいま議長に当選されました大坪教孝議員から発言の申し出がありますので、許可します。 

〔大坪教孝 議長 登壇〕 

○大坪教孝議長 議長。 

○中村保治副議長 大坪議員。 

○大坪教孝議長 貴重なお時間をいただきまして、一言就任のご挨拶をさせていただきます。 

ただいま議長の選挙におきまして私を指名していただきまして、皆さんそれにつきまして異

議なしという満場一致の承認いただきましたこと、心より厚く御礼申し上げます。 
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議員の皆様初め、理事者そして消防職員さんの皆さんのお力をいただきまして、この議長と

いう職責を全うしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。（拍手） 

○中村保治副議長 それでは、私の任務はこれで終わりましたので、新議長と交代します。ご協

力ありがとうございました。 

〔中村副議長降壇除斥 大坪議長 議長席に着く〕 

○大坪教孝議長 それでは、私から議事を進めさせていただきます。よろしくご協力くださいま

すようお願い申し上げます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 日程第５、副議長の辞職許可についてを議題といたします。 

本日付けで中村保治副議長から提出されました辞職願を、議会書記長に朗読させます。 

◎小池一彰議会書記長 辞職願 

私儀、今般一身上の都合により柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議長の職を辞したいので、

地方自治法第 108条の規定により議会の許可が得られますようお取り計らい願います。 

令和４年 11月１日 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議長様 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議長 中村保治 

以上でございます。 

○大坪教孝議長 朗読は終わりました。 

お諮りします。中村保治議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって中村保治議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 

〔８番 中村保治議員 入場〕 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 ただいま副議長が欠員となりました。よって日程第６、選挙第３号 副議長の

選挙についてを議題とします。 

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項の規定により、指名

推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

お諮りします。指名の方法は私から行いたいと思いますが、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。よって指名は私から行います。 

柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議長に笠原由美子議員を指名します。 

お諮りします。ただいま指名しました笠原由美子議員を柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議

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」の声起こる〕 

ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました笠原由美子議員が満場一致をもちまし

て柏原羽曳野藤井寺消防組合議会副議長に当選されました。 

ただいま副議長に当選されました笠原由美子議員が議場におられますので、本席から、会議

規則第 31条第２項の規定により告知します。 

ただいま副議長に当選されました笠原由美子議員から発言の申し出がありますので、許可し

ます。 

◆笠原由美子副議長 はい。 

○大坪教孝議長 笠原議員。 

〔笠原由美子 副議長 登壇〕 

◆笠原由美子副議長 はい。たびたび申し訳ございません。羽曳野市の笠原由美子でございます。

ただ今、大坪議長からご指名を受けました。また皆様の満場一致というご指名を受けました。

責任の重さを強く感じてございます。特にこの消防組合の抱えている広域化の大きな問題、ま

たコロナ禍の受ける地域の様々なこと、高齢化による消防の皆様の御苦労、いろんなこと本当

に検討していかなければ大変大切なことだと強く強く思っております。微力ではございますが
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議長をお支えし、また皆さんと共に頑張ってまいりますので今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。（拍手） 

○大坪教孝議長 それでは、引き続き議事を進めます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 日程第７、選任第２号 常任委員会の委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りします。本件につきましては、議長からの指名推薦とすることといたしたいと思いま

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、選任の方法は議長からの指名推薦によることにいたしま

す。 

総務委員会委員に峯弘之議員、笠原由美子議員、樽井佳代子議員、片山敬子議員、山本忠司

議員、警防委員会委員に中村保治議員、奥山渉議員、沼元彩佳議員、渡辺真千議員、生田達也

議員、麻野真吾議員。以上の方々を指名いたします。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、ただ今指名いたしました議員は、それぞれの常任委員会委

員に選任されました。 

次に、各委員会の委員長の選任をいかなる方法でしてよろしいでしょうか。 

〔「議長一任」の声起こる〕 

議長一任のお言葉をいただきましたので、議長により指名いたします。 

総務委員会委員長には、山本忠司議員、警防委員会委員長に、渡辺真千議員を指名いたしま

す。 

お諮りします。ただ今、指名いたしました委員長の方々を選任することに、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」の声起こる〕 

異議なしと認めます。よって、ただ今、指名いたしました委員長の方々を、それぞれの常任

委員会委員長に選任いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第８、報告第４号 専決処分報告についてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎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 報告第４号 専決処分報告についてでございます。資料につきましては議

案書の８ページをお開き願います。 

専決させていただいた内容は、損害賠償の額の決定及び和解についてでございます。 

これは、令和２年 12 月２日午後８時 10 分ごろ、当消防組合消防車が緊急走行で羽曳野市誉

田５丁目外環状線を走行中、相手方車両と接触した事故でございます。相手方との交渉につい

ては全国市有物件災害共済会に委託しておりましたが、損害賠償請求金の主張が、消防組合の

提示額と大きな相違があったため訴状を裁判所に提出され係争中でございましたが、裁判所か

ら和解案の提示があり、損害賠償の額の決定及び和解について専決処分とさせて頂き和解に至

りました。なお、損害賠償の額につきましては、42万 6,053円で、その額を全国市有物件災害

共済会から補填したものでございます。 

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、ご承認いただきますよう

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、質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第８、報告第４号 専決処分報告について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４号については、原案どおり承認することに決しま



 

- 6 - 
 

した。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第９、報告第５号 専決処分報告についてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 消防長。 

◎曽我部浩治消防長 報告第５号 専決処分報告についてでございます。10ページをお開き願い

ます。 

専決させていただいた内容は、財産の取得についてでございます。 

今回の財産の取得は、賃貸借により消防本部に空調設備及び照明設備を整備するものでござ

います。 

消防本部は築 28年を迎え、空調設備及び照明設備の老朽化が著しく、室内環境の悪化に加え、

機器効率低下に伴うエネルギーの過大消費を招いていることから、快適性向上及び省エネルギ

ー化を目的として、高効率空調システム及びＬＥＤ照明への更新を行うもので、この高額な更

新費用を平準化するため、リース方式を採用し、また、国が実施する既存建築物省エネ化推進

事業補助金を活用し、リース料に反映することを条件に付して、公募型プロポーザル方式にて、

リコーリース株式会社関西支社を本事業の遂行に最も適した契約相手方候補者として選定いた

しました。 

前述の補助金は、建築物の省エネルギー改修等を促進するため、省エネルギー改修工事に対

し、国が事業実施に要する費用の一部を助成するもので、この度の交付決定額 3,279 万円を受

ける契約受託者は、この補助金額をリース料に反映させるため、その分本組合の事業負担額を

軽減することができ、15年間で総額１億 28万 7,000円のリース契約となりました。 

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、本契

約しなければ補助金の申請をすることができず、議会の開催も思うに任せない状況でございま

したので、専決処分報告とさせて頂いた次第でございます。 

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、ご承認いただきますよう

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、質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第９、報告第５号 専決処分報告について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５号については、原案どおり承認することに決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 10、議案第８号  柏原羽曳野藤井寺消防組合監査委員の選任につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 消防長。 

◎曽我部浩治消防長  議案第８号 柏原羽曳野藤井寺消防組合監査委員の選任につき同意を求

めることについて、ご説明申し上げます。 

議案書 12ページをお開き願います。 

監査委員はご承知のとおり、地方自治法第 196 条第１項の規定により消防組合議会から１名

並びに識見を有する者から１名を選出していただいております。 

今回、消防組合議会から選出していただく監査委員におかれましては、役員選出に関する申

し合わせ事項におきまして、藤井寺市選出議員の中から監査委員を選任することとなっており

ます。そこで、財務管理のほか行政運営等に関し、すぐれた見識を持っておられます麻野議員

にお願いしたいと存じます。 
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お名前は、麻野真吾様 

ご住所は、藤井寺市東藤井寺町、昭和２８年生まれの６９歳でございます。 

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、ご決定いただきますよう

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。 

本件につきましては、地方自治法第 117 条の規定により、当該人は除斥の対象と認められま

すので、麻野真吾議員の除斥を求めます。 

〔麻野真吾議員 除斥〕 

本件につきましては、質疑を省略させていただきますので、ご了承いただきますようお願い

いたします。 

お諮りします。日程第 10、議案第８号 柏原羽曳野藤井寺消防組合監査委員の選任につき同

意を求めることについては、原案ど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８号については、原案どおり同意することに決しました。 

麻野真吾議員の除斥を解きます。 

〔麻野真吾議員 入場〕 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 11、議案第９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 消防長。 

◎曽我部浩治消防長 議案第９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでござい

ます。議案書の 13ページをお開き願います。 

今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正により、妊娠・出産・育

児等と仕事の両立支援のために講じられる措置のうち、令和４年 10月１日施行分に係る所要の

改正を行うものでございます。次ページをお開き願います。 

改正内容は、非常勤職員の子の出生の日から 57日以内に育児休業を取得する際の任期に関す

る要件及び育児休業を取得できる期間の上限を養育する子が１歳６か月到達日又は２歳到達日

までとすることができる要件を緩和するものでございます。 

また、法改正により育児休業を取得できる回数が原則１回から２回となったことに伴い、こ

れまで再度の育児休業を取得するために必要であった育児休業計画書の作成に関する規定を削

除するものでございます。 

なお、施行日は、公布の日から施行し、法律の施行に合わせて令和４年 10月１日から適用す

ることとしております。 

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、ご決定いただきますよう

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。 

質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第 11、議案第９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

は、原案ど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９号については、原案どおり可決することに決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 12、議案第 10 号 職員の退職手当に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 
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◎曽我部浩治消防長 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、消防長。 

◎曽我部浩治消防長 議案第 10 号 職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでござい

ます。議案書の 18ページをお開き願います。 

今回の改正は、雇用保険法等の一部を改正する法律等の改正に伴い、一部改正を行うもので

ございます。 

改正内容といたしましては、失業者の退職手当の支給対象となる期間について、受給対象者

が退職後一定の事業を開始した場合に当該期間を支給対象となる期間に算入しない旨規定して

おります。なお、施行日は、公布の日からとしております。 

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、ご決定いただきますよう

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。 

質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第 12、議案第 10 号 職員の退職手当に関する条例の一部改正について

は、原案ど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 10号については、原案どおり可決することに決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 13、議案第 11 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎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 議案第 11 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてでございます。議案書の 20ページをお開き願います。 

この条例は、地方公務員法の一部改正により職員の定年が引き上げられることに伴う関係条

例の改正等を行うため制定するものでございます。次の 21ページ及び別紙の条例案件参考資料

をご覧ください。 

主な改正内容といたしまして、１点目は、職員の定年等に関する条例の一部改正でございま

す。こちらは、職員の定年を令和５年度から２年に１歳ずつ引き上げ、最終的に 65歳とするも

のでございます。なお、移行期間中における定年退職後から 65 歳までの措置といたしまして、

暫定再任用職員として任用することができるよう規定しております。また、原則として 60歳に

なった日の翌日から最初の４月１日までの期間に管理職員を管理職以外の職に異動する、いわ

ゆる役職定年制や、60歳以降に退職した職員を短時間勤務の職に再任用できる定年前再任用短

時間勤務制の導入についても規定しております。 

２点目は、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。こちらは、60歳以降の給料に

ついて、当分の間、給料月額は 60歳になった日の翌日から、最初の４月１日以後７割水準とす

るものでございます。また、役職定年制により管理職員から降任した職員には、降任前の給料

月額の７割となるよう、管理監督職勤務上限年齢調整額を支給するよう規定しております。 

３点目は、職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございます。こちらは、退職

手当について、60歳以降給料月額が減額される場合も、60歳までの期間分は、ピーク時特例と

して最も高かった給料月額を基に支給し、定年延長後の期間についても、勤続年数 35年に達す

るまでの職員については、一定の支給率で支給するものでございます。また、定年延長後、本

人の非違によることなく退職した場合は、退職事由を定年退職として取扱って算定するよう規

定しております。 

４点目は、定年延長に伴い、現行の再任用職員制度が廃止となることから、職員の再任用に

関する条例を廃止するものでございます。 

最後は、その他といたしまして、法改正に伴う文言整理等を行っているものでございます。 
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なお、施行日は令和５年４月１日としております。 

以上、簡単な説明で誠に恐縮ではございますが、ご審議、ご決定いただきますようお願い申

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。 

質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」の声起こる〕 

ないようですので質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第 13、議案第 11 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定については、原案ど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 11号については、原案どおり可決することに決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 14、議案第 12 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２号）についてを議題といたします。 

理事者より説明を求めます。 

◎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 議案第 12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

２号）についてでございます。議案書 40ページをお開き願います。 

第１条では、歳入歳出予算の総額に 2,100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 31億 5,857

万 7,000円とするものでございます。 

続いて、47 ページをお開き願います。まず歳出につきまして、ご説明させていただきます。 

目１常備消防費、節 10需用費につきまして、コロナ禍における救急需要の増大による燃料消

費量の増加や燃料費調整単価の上昇により電力量料金及び都市ガスの従量料金が値上がりして

いることに伴い、燃料費、光熱水費に不足が見込まれるため増額するものでございます。 

ページを戻っていただきまして、46ページをご覧ください。歳入の補正でございます。 

款１分担金及び負担金、項１分担金 2,100 万円を補正しております。内訳は柏原市 618 万

6,000円、羽曳野市 899万 2,000円、藤井寺市 582万 2,000円となっております。 

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、ご決定いただきますよう

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結いたします。 

お諮りします。日程第 14、議案第 12 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２号）については、原案ど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 12号については、原案どおり可決することに決しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 15、認定第１号 令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について、会計管理者の

説明を求めます。 

◎石橋敬三会計管理者 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、石橋会計管理者。 

◎石橋敬三会計管理者 認定第１号 令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決

算について、ご説明申し上げます。 

別冊の決算書をご用意いただきまして、２ページをお開き願います。 

それでは、決算の概要につきまして２ページの歳入からご説明申し上げます。決算額の読み
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上げは、表の中ほどの列、収入済額を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、款１分担金及び負担金、項１分担金の収入済額は 28億 9,546万 4,000円でござい

ます。これは、消防組合を構成いたします３市からの分担金でございます。内訳は、柏原市が

８億 5,057万 9,000円、羽曳野市が 12億 4,009万 6,000円、藤井寺市が８億 478万 9,000円で

ございます。この按分方法は、20％が均等割で、80％がそれぞれの市の世帯数割でございます。 

次の、款２使用料及び手数料は、289 万 2,060 円でございます。内訳は、項１使用料が１万

1,510円で、これは、消防庁舎敷地内の電柱敷地料４本分でございます。項２手数料は、288万

550円で、これは、危険物施設の検査手数料等の、条例に基づく手数料でございます。 

次の款３国庫支出金、項１国庫補助金は、4,039万 2,000円でございます。これは、藤井寺分

署に導入いたしました救助工作車に係る国の補助金でございます。 

次の、款４財産収入につきましては、収入がございませんでした。 

次の、款５繰越金、項１繰越金は、1,924万 1,550円で、これは、令和２年度の剰余金を受け

入れしたものでございます。 

次に、款６諸収入は 1,746万 2,396円で、内訳は、項１消防組合預金利子が 42,550円で、こ

れは、歳計現金の運用利子でございます。次の項２雑入は、1,741万 9,846円で、これは、救急

支弁金、派遣人件費補填金、行政財産目的外使用による使用料等でございます。 

次に、款７組合債、項１組合債は、１億 3,540 万円でございます。今回の組合債は、救助工

作車、高規格救急自動車、移動式圧縮空気充填機、緊急連絡車、小型動力ポンプ、本部庁舎車

庫のオーバーホール、本部庁舎の給油所設置工事に伴う設計業務について、それぞれ発行した

ものでございます。 

次に、款８府支出金、項１府補助金は、1,214万 8,000円で、これは、大阪府補助事業である

入院患者待機ステーション設置支援事業に対する補助金でございます。 

以上、収入済額合計は、31億 2,300万６円でございます。 

続きまして、歳出をご説明いたしますので、次の４ページをお開きいただき、こちらは支出

済額の欄のご参照をお願いいたします。 

款１議会費、項１議会費は、151万 1,549円で、消防組合議会運営諸経費でございます。 

次の、款２総務費は、１億 7,804万 6,479円でございます。この内訳は、項１総務管理費が、

１億 7,790 万 5,935 円で、これは、管理者・副管理者等の諸経費、職員の退職手当及び公平委

員会報酬が主な支出内容でございます。 

次の項２監査委員会費は、14万 544円で、これは、監査委員の報酬でございます。 

次に、款３消防費、項１消防費は、27億 4,066万 6,493円で、これは、職員の給料・手当等

と消防業務運営のための維持管理費等の経費でございます。 

次の款４公債費、項１公債費は、１億 9,642 万 4,452 円で、これは、組合債に係る元利償還

金でございます。 

次の款５予備費、項１予備費は、支出済額はございませんが、当初予算額が 300 万円から、

流用によりまして予算現額が 100 万円となっております。これは、新型コロナウイルス感染症

対策に従事した職員に対する、特殊勤務手当の大幅な増加に伴いまして、職員手当等へ充当し

たものでございます。  

以上、支出済額の合計は、31億 1,664万 8,973円でございます。 

これによりまして、歳入歳出の差引残高が、こちらの欄外に記載されておりますとおり 635

万 1,033 円となりまして、この黒字額がそのまま令和３年度決算の実質収支でございます。ま

た、この剰余金は、例年の取扱いにならいまして、令和４年度へ繰越をさせていただきます。 

なお、歳入の細目は、８ページから 11ページ、また歳出の細目は、14ページから 23ページ、

実質収支に関する調書は、27ページ、財産に関する調書は、30ページ以降にそれぞれ記載がご

ざいますので、誠に恐れ入りますが後ほどご参照いただきますようお願いを申し上げます。 

簡単ではございますが、ご説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを

申し上げます。 

○大坪教孝議長 それでは続きまして、令和４年７月 20日に行われました、決算の審査結果を代

表監査委員から報告を受けます。 

◎巽完次代表監査委員 （挙手）議長。 

○大坪教孝議長 はい、巽代表監査委員。 
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◎巽完次代表監査委員 代表監査委員の巽でございます。よろしくお願いいたします。 

議案書の 48ページをお開き願います。 

令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の審査結果の報告をいたします。

審査につきましては、私、巽と外園監査委員で行いました。 

第１、審査の対象につきましては、地方自治法第 233条第２項の規定により審査に付された、

令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算でございます。 

第２、審査の期日は、令和４年７月 20日に柏原羽曳野藤井寺消防組合４階屋内訓練場で審査

を実施いたしました。 

第３、審査の方法は、令和３年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算書及び付

属書類が関係法令に準拠して作成されているか、また、決算の計数が正確であるかを関係諸帳

簿、証書類と照合して、予算の執行状況の適否について検討するとともに、審査の必要に応じ

て関係者の説明を聴取するなどの方法により実施いたしました。 

第４、審査の結果、審査に付された決算書及び付属書類は計数的に正確であり、政令で定め

る書類、その他の証書類も適正に整備されておりました。 

第５、審査の意見、審査に付された決算書等については、いずれも法令に規定された様式に

より作成されており、記載金額等は歳入簿、歳出簿、諸書類、財産台帳等と符合し、計数的に

正確であると認められます。 

決算内容を昨年度と比べますと、歳出総額で約 1,000 万円減少しております。主な減少要因

としては、退職者数の減と、派遣職員の受け入れが無くなったこと、主な増加要因は、救助工

作車の更新や地方債の元金償還額の増加等となっております。財源確保については、大阪府入

院待機ステーション事業補助金受け入れや、緊急防災・減災事業債をはじめとする有利な地方

債を積極的に活用することにより、構成市分担金支出は減少しており、予算執行状況としては

適切であったと判断します。また、消防車両や資機材の更新もおおむね計画どおり進んでおり、

入札、検査等の業務も適正と認められます。 

終わりに、要望といたしまして、消防職員の勤務形態は不規則であり、今回の新型コロナウ

イルスの感染症で課題となった職員へのストレスケアや健康管理について重点を置いていただ

くようお願いします。併せて老朽化が進む消防署所の更新・感染防止対策への計画的な予算措

置や、職員の新型コロナウイルス感染症発症等による人員減少への備えなど、持続可能な消防

体制を確保し、適宜必要な措置を検討するなど引き続き万全な対策を確立されるようお願いし

ます。 

定年延長制度の開始や社会情勢の不安定化により、非常に厳しい状況下にありますが、今後

も引き続き組合構成市との緊密な協議を行い、中・長期的な視点に立った消防体制の充実強化

に努めるよう強く要望します。 

柏原羽曳野藤井寺消防組合 代表監査委員 巽 完次 

監査委員 外園康裕 

以上のとおり、令和３年度決算審査の結果を申し述べて終わりとさせていただきます。 

○大坪教孝議長 代表監査委員の報告は終わりました。 

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） ご報告ありがとうございました。 

令和３年度の一般会計決算についてですが、決算書の 32 ページからなんですけども、物品、

備品のことが掲載されています。その中の 35ページの災害活動関係の酸素呼吸器なんですけれ

ども、ゼロから５へ、また、救急関係では、患者監視装置兼半自動式除細動器をゼロから２へ

と増やすと。新しく整備されている機器がありますが、その理由を教えて下さい。 

以上です、ご答弁お願いします。 

○大坪教孝議長 只今の件について、答弁を求めます。 

◎松井勲警防担当副理事 議長、警防担当副理事松井です。 

○大坪教孝議長 はい、松井警防担当副理事。 

◎松井勲警防担当副理事 お答えさせていただきます。 

まず、酸素呼吸器ですが、これは令和３年度に更新配備した藤井寺分署の救助工作車に、新
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たに積載配置しました５器の酸素呼吸器です。酸素呼吸器は「救助隊の編成、装備及び配置の

基準を定める省令」別表第２で、特別救助隊及び高度救助隊が運用する救助工作車に積載しな

ければならない機械器具とされており、本署の救助工作車にも５器積載されておりますので保

有数は合計 10器ですが、本署救助工作車積載分の５器につきましては、１器分の購入価格が 50

万円未満であり、財産に関する調書に記載されていないため、このような表記となっておりま

す。 

次に患者監視装置兼半自動式除細動器ですが、これは令和３年度に更新配備した本署の高規

格救急車に積載配置しました１器及び大阪府入院患者待機ステーション補助事業で配置しまし

た１器、計２器の患者監視装置兼半自動式除細動器となっています。この機種の特徴は、今年

度から大阪府が推進している救急現場から医療機関へ 12 誘導心電図波形を伝送できる機能が

あります。伝送することで救急車が医療機関へ到着するまでに医師が心電図を確認することが

可能となり、心筋梗塞等の虚血性心疾患に対して医療処置がこれまでより早くなるといったメ

リットがあります。待機ステーションに配置した１器につきましては、事業が終了しましたら、

令和５年度以降に更新配備する救急車に積載配置する予定となっています。今後も救命率向上

のため旧機種更新のタイミングで機種変更し、全隊が同機種を積載できるよう計画しておりま

す。説明については以上でございます。 

○大坪教孝議長 渡辺真千議員、再質問ありますか。 

◆８番（渡辺真千議員） はい、意見要望を。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺真千議員。 

◆８番（渡辺真千議員） ご答弁ありがとうございました。 

高度な機器が導入されて、また新しく機器が更新されているということが、これでよく分か

りました。今後も更なる高度な機種などが導入されることと思いますけれど、その機器につい

ては、最大限の効果が発揮できるよう、また、そのことによって救急救命率があがりますよう

に期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。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〕 

ないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りします。日程第 15、認定第１号 令和３年度柏原羽曳野藤井寺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、認定第１号については、これを原案どおり認定することといたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 次に、日程第 16、一般質問についてを議題といたします。 

今回は、渡辺真千議員より質問を受けております。質問を許可いたします。 

◆８番（渡辺真千議員） はい。 

○大坪教孝議長 渡辺真千議員。 

◆８番（渡辺真千議員） 渡辺でございます。よろしくお願いいたします。 

この間は、コロナ禍で感染効果の波がくるたびに救急搬送が大変急増していると思いますが、

困難事例について、令和２年度と令和３年度との差、どのようになっているのか。また、令和

３年度のこの困難数についての特徴について、まず１点お聞きします。 

次、２点目です。大阪府の入院患者待機ステーションでの対応数とまた最長時間、どれくら

いあったのかということをお聞きします。 

３つ目です。コロナ感染症によって職員が出勤できないということがあると思いますが、人

員不足を生じた時にはどのような対応がとられているのかをお聞きしたいと思います。 

４つ目です。コロナ感染症によって仕事上、大変困難を生じていると思いますけれども、職

員の方のストレスは本当に大きいものがあると思います。ストレスチェックをされているとい

うことですが、その結果について総じてどのように認識していらっしゃるのか、以上４点につ

いてお聞きします。ご答弁よろしくお願いします。 

○大坪教孝議長 只今の件について、答弁を求めます。 

◎松井勲警防担当副理事 議長。 
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○大坪教孝議長 はい、松井警防担当副理事 

◎松井勲警防担当副理事 お答えさせて頂きます。 

１点目、救急搬送人員ですが、令和２年は１万 1,838 人、令和３年は１万 2,067 人と約２％

の増加となっております。その内、総務省消防庁に報告している搬送困難症例が、令和２年で

は 270 件でありましたが、令和３年は 447 件と約 1.7 倍の増加となっております。なお、搬送

困難症例の定義といたしましては、「医療機関への受け入れ照会回数４回以上」かつ「現場滞在

時間 30分以上」の事案となっております。また、令和３年におきましては３市以外の医療機関

への搬送率が約４％増加しており、収容先決定までの時間延長と遠方への搬送が増加したこと

が特徴となっております。 

２点目の大阪府入院患者待機ステーションについてですが、最初に本年度の大阪府入院患者

待機ステーション事業が、当初令和４年９月末までの予定となっていましたが、令和４年度末

まで延長されたことをご報告いたします。入院患者待機ステーションでの患者対応総数は現在

まで 20 人となっています。内訳は令和４年１月から３月の第６波で 15 人、７月から８月の第

７波で５人を待機ステーションに収容しています。ステーション滞在の最長時間にあっては、

第６波で 16 時間 36 分、第７波では 12 時間 41 分となっています。引き続き次の感染波が襲来

した場合は、待機ステーションを有効活用していきたいと考えております。 

３点目の人員不足での対応についてですが、当消防組合では、新型コロナウイルス感染症の

影響により隔日勤務職員が多数自宅待機等となった場合に、消防業務を維持するための方策と

いたしまして、業務継続計画を策定しております。その内容としまして５段階のフェーズがあ

り、まずは第１段階の隔日勤務職員の年次有給休暇の調整で対処し、対処できない場合は、第

２段階で乗組み人員削減、第３段階で本部職員の投入、第４段階で隊縮小、第５段階で週休制

限と計画を立てていましたが、先般の第７波時は第３段階までで対応できました。私からの回

答は以上となります。 

◎奥谷裕之総務担当副理事 議長、総務担当副理事奥谷です。 

○大坪教孝議長 はい、奥谷総務担当副理事 

◎奥谷裕之総務担当副理事 はい、私からは４点目のストレスチェックの結果のご質問について、

お答えさせていただきます。当消防組合が、全職員対象に毎年実施しております医療機関によ

るストレスチェックを、本年も９月に実施いたしました。職場全体としての結果は、総合健康

リスクは全国平均より低く、職場ストレスの環境は比較的良好との結果でありました。この結

果は、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元年と変わらない結果となっております。新

型コロナウイルス感染症が拡大したにもかかわらず、ストレスチェックが令和元年と同じ結果

となりましたのは、毎日勤務者の一部を現場に投入し、非常用救急車の運用を実施したこと、

及び大阪府入院患者待機ステーションを管内の医療機関に設置し、現場滞在時間を短縮したこ

とが、救急隊の負担を軽減する要因の一つに挙げられると考えております。また、新たな方策

としまして、今年度、廃車予定であります救急車１台を２台目の非常用救急車として維持し、

消防隊が乗り換え運用することにより、現在の８台から９台体制とすることで、更なる救急隊

の負担軽減に努めたいと考えております。今後も、職員から幅広く意見を聴取し、より良い職

場環境の構築を目指したいと考えております。以上でございます。 

○大坪教孝議長 渡辺真千議員、再質問ありますか。 

◆８番（渡辺真千議員） はい、意見要望いたします。 

○大坪教孝議長 はい、渡辺真千議員。 

◆８番（渡辺真千議員） ご答弁ありがとうました。丁寧なご答弁で本当によく分かりました。 

救急搬送の困難事例については、やはり大変増加がありまして、また入院待機ステーション

の時間も大変長くいているということが分かります。コロナ感染による医療体制の崩壊という

ことが本当に大きな課題となっていることが分かりました。今後も受け入れる病院というか、

医療機関が大変やっぱり不足しているということが分かっていますので、是非また大阪府に対

して医療体制の構築を要望していただくように要望しておきます。 

また、人員の不足については、本当に細かく体制を組んでいらっしゃるということがよく分

かりましたけれども、やはり大変な中で業務をされているということですので、職員のストレ

スがないように対処してますけれども、今後も引き続き人員体制の充実をお願いいたしまして

私の質問は終わります。ありがとうございました。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大坪教孝議長 他に質問通告出ておりませんので、以上で付議されました案件の審議はすべて

終了いたしました。 

皆様方のご協力心から御礼申し上げます。 

これにて令和４年柏原羽曳野藤井寺消防組合第３回定例会を閉会いたします。ありがとうご

ざいました。 

△閉会 午前 10時 59分 

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