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（事務局） 
 失礼いたします。 

 本日は委員の皆様方には大変お忙しい中、消防委員会にご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。只今から平成２４年度第１回伊賀市消防委員会を開催させていただきます。 

初めに委員長の福森様よりごあいさつをいただきます。 

 

（委員長） 

 失礼いたします。 

 平成２４年度第１回伊賀市消防委員会を開催させていただきますところ、委員の皆様方には大変お忙

しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。テレビによりますと梅雨が数日前に明けた

といったことでございますが、熊本、大分では大変な水害でございますし、関東では高温注意報が出る

ような大変な酷暑でございますので、伊賀でも熱中症の救急搬送が大変多いのではないかと心配いたし

ているところでございます。どうか皆様方には熱中症等には充分にお気をつけいただきたいと考えると

ころでございます。 

 本日の委員会は新たに４名の委員の方をお迎えいたしまして開催させていただくところでございま

す。ご協議いただきます事項は、皆様方のお手元にお配りいたしました事項書のとおり、１番から４番

までの事項を協議していただきたいと思っております。どうか活発なご意見をいただきますことをお願

い申し上げたいと存じます。後程、新委員の方のご紹介もあろうかと存じます。 

大変簡単ではありますが、開会にあたりましてひと言ごあいさつとさせていただきます。どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

 続きまして市当局を代表いたしまして、角田副市長からごあいさつを申し上げます。 

 

（副市長） 

 改めまして、皆様こんにちは。 

 委員長さんがおっしゃいましたとおり、梅雨明けで大変暑い日が続いておりますが取り分けにくいお

時間にご参集いただき誠にありがとうございます。 

 消防委員の皆様方には去年、一昨年と非常にご苦労をいたしておりました名張市との策定委員会での

消防広域化の件でございますが、一応、大枠というものを委員さん或いは名張市との策定委員会で終了

いたしましたのですけれど、自分レベルで色んな細部の点につきまして協議している中で、非常に問題

が多いことでは当初予定しておりました 25 年４月の発足というのは無理であると判断させていただき

ました。今後さらに協議は続けてまいりますが、県下の他の地域につきましてもあまり進んでいないと

いうことでございます。 終的には三重県一本でというのが目標でございますので、そういったところ

との状況も見ながら、また皆様方のご意見も賜りたいと思っておりますので宜しくお願い申し上げます。 

 私事で大変申し訳ありませんが、新聞をご覧になられた方もおられると思いますけども、任期が満了

いたしましたので、満了します７月 31 日までは一生懸命仕事に努めたいと思っておりますので、今日

の委員会につきましても宜しくお願い申し上げます。今日はどうもありがとうございます。 
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（事務局） 

 ありがとうございました。それでは、今回４名の委員の方が交代されましたので、副市長から新委員

の皆様方に委嘱状を交付させていただきます。 

 

＜委嘱状の交付＞ 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。それでは議事に入らせていただく前に資料の確認をさせていただきます。

申し訳ありませんが事前に郵送させていただきました資料の一部に誤りがございましたので、資料５ 

につきましては、本日配布させていただいておりますものと差し替えをお願いします。申し訳ありませ 

んでした。 

 資料につきましては、事項書、次に委員会の座席表、それから資料１から資料９まででございます。

それでは事項書２の伊賀市消防委員会条例の概要を消防総務課長から説明させていただきます。 

 

【資料１について、喜久永課長説明】 

 

（事務局） 

 続きまして、本年度４名の委員の方が交代されましたので、改めまして各委員の皆様方をご紹介させ 

ていただきます。お名前をお呼びさせていただきますので、おそれ入りますがその場でご起立のほど宜 

しくお願い申し上げます。 

 消防委員長 福森 隆久（ふくもり たかひさ） 様 

 副委員長 堀川 一成（ほりかわ かずしげ） 様 

 西村 芳一（にしむら よしかず） 様 

 山岡 耕道（やまおか こうどう） 様 

 松永 武夫（まつなが たけお） 様 

 奥野 勇（おくの いさむ） 様 

 奥 千史（おく かずふみ） 様 

 高山 泉（たかやま いずみ） 様 

 水谷 敬一（みずたに けいいち） 様 

 松岡 官治（まつおか かんじ） 様 

 森川 孝子（もりかわ たかこ） 様 

 山本 秀美（やまもと ひでみ） 様 

 伊賀市消防団長 今岡 久人（いまおか ひさと） 様 

 伊賀市副市長 角田 康一（すみた こういち） 様 

後に、消防長 山中 治紀（やまなか はるき） 

 

 続きまして、当局の自己紹介をさせていただきます。 

 

【消防次長から順次自己紹介】 
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 次に、条例の概要説明で申し上げましたとおり、本日は委員の方全員が出席されております。委員会 

条例第７条の規程によりまして本会議は成立いたしましたことをご報告申し上げます。それでは協議に 

入らせていただきますが、委員会条例第７条の規程によりまして本会議の議長は委員長が行うこととな 

っておりますので、ここからは委員長に議事の進行をお願い申し上げます。委員長宜しくお願いします。 

 

（委員長） 

 ただいま事務局から報告いたしましたとおり、本会議が成立いたしましたことを確認いたしましたの 

で、事項書４番の協議事項に入らせていただきたいと存じます。なお、皆様方の前にテープレコーダー 

を置かせていただいておりますが、議事録の作成上必要でございますのでご承認いただきたいと存じま 

す。宜しくお願い申し上げます。 

 まず、協議事項第（１）の消防本部の現況についてご説明をお願いします。 

 

【資料３に基づき、喜久永課長説明】 

 

（委員長） 

続きまして、②の救急業務についてお願いします。 

 

【熱中症の搬送状況及び資料４に基づき、福山課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。では③の火災の状況についてお願いいたします。 

 

【資料５に基づき、松居課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。消防本部の現況について、①から③において各担当の課長様よりご説明を

いただきました。ただいまより消防本部の現況についてのご質疑・ご質問を頂戴したいと存じます。ご

意見あります方は挙手願います。 

 

（高山委員） 

 資料４の事故種別のその他のところで、病院から病院へ搬送するということがその他の項に適用され

るとの説明でしたが、病院から病院へということは、一旦病院へ搬送したけどもそこではねられたため

違う病院へ搬送したという解釈でよいのか。 

 

（福山課長） 

 病院へ搬送し、それから違う病院へ搬送ということになれば転送となりますので、説明させていただ

きました転院搬送というのは、一旦救急車が戻り、その後病院からの連絡で、搬送された傷病者の処置

が困難であるとか、入院患者の容体が急変したため３次病院へ搬送してほしいという場合には転院搬送

となりますので、その他の項に計上されているということでございます。 
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（森川委員） 

 県外病院への搬送が多いのですが、県内で受け入れられなくて県外へ行くのでしょうか。 

 

（福山課長） 

 救急現場で病院とのやり取りにおいて、手術中のため手が離せなく救急の受け入れができないとかに

なれば違う病院へ連絡をします。近くの病院へお願いをするのですが、なかなか受け入れができないと

いうことになれば県外へ行くこととなります。そのようなことで県外病院への搬送が多くなっています。 

 

（森川委員） 

 県外病院へ入院するということになれば色々と大変なこともありますので、できれば近くの病院へ受

けてもらったらいいと思います。 

 

（福山課長） 

 私ども救急隊員も近くの病院へ搬送したいのですが、全てを近くの病院へ搬送するのが難しい状況で

ありますので、その判断で遠くの病院になってしまう場合もございます。ただ、滋賀県や奈良県などの

病院に搬送させていただいた場合に、大丈夫なので帰ってもよいとの診断が出たとき、夜中ですとタク

シーも無い場合もありますので、搬送された方については迷惑なところもあろうかとは思うのですが、

こちらもどこかの病院へ搬送させてもらわなくてはなりませんので、そのような形を取らせていただい

ている状況でございます。 

 

（副市長） 

 この件で一番苦労しているのは消防さんであります。県外の病院へ行く指示につきましても、それぞ

れ持っています当番病院からの指示で、病院間で連絡を取って、消防さんにこちらへ来てもらうように

お願いしています。そういう面では消防さんにはご苦労をお掛けしております。 

 

（奥委員） 

 大山田の住民自治協議会で、氏名・性別・年齢・血液型・かかりつけ病院等を記入して保管してもら

う「私の安心シート」を各戸全部に配るのですが、救急の場合はどのような症状であれ、シートにかか

りつけ病院が記入されていれば優先的にそちらの病院へ照会をしていただけるのでしょうか。 

 

（福山課長） 

 かかりつけの病院は、関係者の方から一度その病院へ連絡を取っていただいて、救急車での受け入れ

が可能ですということであれば、こちらからも確認を取らせていただきその病院へ搬送させていただい

ている状況でございます。近くの救急当番病院がございますので先にそこへ連絡を取らせてもらうこと

はありますが、関係者の方がかかりつけの病院を強く希望していたり、かかりつけの医師から容体が変

われば来なさいと言われているようなことであれば一度連絡を取っていただくことでお願いしていま

す。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。ただ今のご説明で、家人の方がかかりつけの病院へ連絡するということでお
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願いします。他にご質問はございませんか。 

 

（奥野委員） 

 救急搬送で消防さんは大変ご苦労されていると思うのですが、現場へ救急車が来てから病院へ出発す

るまでとにかく時間がかかっている。行政の中では病院との関係で色々あろうとは思いますが、何らか

の改善方法、対策はないのかと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。ただ今、奥野委員さんから救急搬送の際に、病院へ出発するまで大変時間が

かかっているので何とかならないのかといったご質問でございます。課長からご説明お願いします。 

 

（福山課長） 

 車内収容し、状態を病院へ送らなければ受け入れのこともございますので、まず観察をさせていただ

きます。病院への連絡は、今まではこちらの通信指令室から病院へ問い合わせる対応をとっていたので

すが、今は救急車の中から直接病院へ連絡を取らせていただいておりますので、指令室を通していない

ことを考えると少し改善されているのかなと思います。それと、大きな病院はホットラインが引いてあ

りますので直ぐに医師、看護師に繋がるのですが、ホットラインを引いていない病院であれば、受付が

対応した後、医師に連絡し回答になりますので、それも遅くなってしまう原因の一つかなと思っていま

す。何箇所もの病院へ連絡することによって、１回の連絡だけでも医師の回答を待ちますのでどうして

も長くなってしまいます。そのような状況でございますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

（水谷委員） 

 伊賀医師会の水谷です。皆様は伊賀の救急が３輪番制になっているのはご承知でしょうか。上野市民

病院は内科の医師がほとんどいなくて入院できないということもご存知で色々と言われているのでし

ょうか。それをまずお尋ねします。多分ご存知ないので理想論を言われていると思うのですが、県外搬

送が多いのも上野市民病院が入院を受け入れられない、それで循環器の対応ができる滋賀県や天理に搬

送されているケースが多いのです。ですからあまり救急隊を責めても受け入れ先が無いという状態で、

今は医師不足だということを前提に少し考えていただかないと出発できないというおそれがあります。 

当番病院がいっぱいだから受け入れられないということになると、とにかくどこかへ行かなければなら

ないということでご苦労されていると思います。 

 

（奥野委員） 

 改善方法はあるのでしょうか。 

 

（水谷委員） 

 三重大の学生は増えていますが、上野に来る医者が増えないと改善されるには 10 年かかると思いま

す。一刻も早く搬送するためには、県外であろうが搬送するという方針でされているのだと思います。 

 

（副委員長） 

 以前にお伺いしたかどうか分からないのですが、１回あたりの救急搬送の出動経費はどれくらいでし
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ょうか。関東の自治体において、市の報告書の中にも市民向けに出動経費を出していたと思います。伊

賀市はどうでしょうか。 

 

（喜久永課長） 

 近のデータは無く、平成 17、18 年くらいのデータでは出動１件あたり、職員の人件費から各消耗

品まで計算すると５万円程かかっておりました。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。協議事項（１）消防本部の現況についての質疑応答をこれにて打ち切り、

次の項に進みたいと存じます。（２）消防団の現況についてを議題といたします。①、②を担当よりご

説明願います。 

 

【資料６、資料７に基づき、福山課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。福山課長から消防団の現況について、①、②を通してご説明いただきまし

た。ご質問、ご意見を頂戴したいと存じます。ご意見ある方は挙手願います。 

 

（高山委員） 

 資料６の条例定数ですが、何を基準にして定められているのでしょうか。それと、大山田方面隊には

応援部があるのですが、今はどのようになっているのでしょうか。 

 

（福山課長） 

 条例定数の 1,510 名でございますが、市町村合併時、それぞれの市町村消防団の定数の合算が 1,510

名であり、合併時にその定数で決まりましたので条例で定められました。 

 それと、大山田方面隊応援部の 10 名につきましては、大山田村役場職員さんがもしもの時に消防団

員として出動するということで定数である 10 名が残っていますが、今はありません。 

 

（高山委員） 

 この条例定数は、合併前の市町村消防団の数を持って来られたということですか。人口割とかはない

のですか。 

 

（副市長） 

 合併協議会というのがございまして、そこでそれぞれの問題点について構成市町村が協議しました。

国の基準というのはなく、基準としてますのは、地方交付税算定する場合のモデル団体というのがあ 

り、人口 10 万人に対し 1,000 人ですので５割くらい多いのですが、地方交付税のモデル団体の面積が 

おそらく 100 平方㎞だったと思います。伊賀市は 558 平方㎞で、あまり面積でのモデルになってないと 

思いますが、一番大事なのは市民の安全・安心ですので、消防団員の定数について当面は、それぞれの 

市町村の定数を合計したもので発足すると合併協議会で決まったものであります。 
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（委員長） 

 ありがとうございました。他にご質問がありましたらどうぞ。 

 

（奥野委員） 

 ４年くらい前に地区説明会がありその後は何もないのですが、今後消防ポンプの管理は、火災が消え

てから地区が見ていくにはポンプが必要で、市のポンプを区にもらっても区の対応になるのかと人数の

ことは地域の分団は了承済ですか。 

 

（福山課長） 

 その件については、消防団の適正化計画を以前から皆様と消防団の方も含めご検討いただき計画を練

ってきたところであり、25 年４月１日から行うということであります。昨年度も川合地区の自治協さん

から、もう一度説明をお願いしますとのことでありましたので説明させていただきました。その中で、

そのような話は聞いていないとの意見もありましたが、各自治会へ行き説明させていただいた当時は、

後には了承をいただきましたのでそれに基づいて進めさせていただいた状況でございました。他から

もそのような話は聞いていないとお叱りを受けたのですが、それに向かって進めるということで聞かせ

ていただいております。 

それと、人数については減らすのではなく、大半の消防団員がサラリーマン化して遠くに勤めている

ということもあり、直ぐには対応できないということもありますので、そのようなことから支援団員を

増やすということであります。 

火災後の対応ですが、今見ていただいた分団の組織を作っておりますので、ただ、地区だけの分団が

そこに対応するわけではなくて、団長命令で動きますのでその現場が手薄になるとは思っておりません。

伊賀市消防団は一つだということをご理解願います。 

車両の適正配置ですが、全体で検討した中で計画というのを策定させていただいたわけでございます

のでご理解をお願いします。それに基づいて、消防団においても準備会で検討させていただいておりま

すが、人数、車両の変更の計画は今のところ検討はしておりません。そのようなことでご理解をお願い

します。 

 

（奥野委員） 

 阿山の川合地区では可搬式ポンプが 11 台あったと思うのですが、３台になると聞いています。 

今後仮に３台となって残りの８台を返した後、やっぱり地区に必要となったときは自前で買わなければ

いけなくなってしまうので、その辺りはどうでしょうか。 

 

（福山課長） 

 11 台が３台になるというようなことはございません。６台になっていると思うのですが確認後、回答

させていただきます。 

 

（今岡団長） 

 適正化計画が５、６年ほど前から始まったのですが、私は第１回計画会議から入っており全ての経緯

が分かっていますのでご説明させていただきます。 



 8

 阿山の川合地区の件に関しましては、当時の方面隊長、副方面隊長、分団長の話の中で、阿山では無

駄なポンプがあるという話がありました。ということは、１つのポンプ庫の中にポンプが２台あるとか、

100ｍしか離れていない所にもう１台あるということで、無駄な部分があるのでこれはいかがなものか

という話になりました。だから減らそうというのではなく、その件に関して毎日夜遅くまで検討会議を

開き協議結果が今の内容です。そのときの消防団の役員さんはその内容で納得していただいております

し、ご理解もいただいております。 

 

（奥野委員） 

 丸柱地区は減らないのですか。 

 

（今岡団長） 

 元々それ程台数は無かった所ですので、 低必要数は必ず残してあります。 

 それと、正規団員と支援団員がありますけども、消防団長の立場から言わせていただきますと、1,510

人全員が正規の団員の方が良いに決まってます。ただ、資料６を見ていただければ分かるように、1,452

人が現在の正規団員数で 58 人が欠員ということは 58 人が丸々いないのです。58 人だけかというとおそ

らくこの倍以上実際にはいないと思います。ということは、名簿としては上がっていますけども現実に

一度も活動してくれていないという方がいますので、消防団員として機能しているのかを考えますと、

していないと判断します。それで致し方なく地域に残ってられる方で、消防団ＯＢとか消防署に勤めら

れてた方を支援団員としてお願いするということに決まりました。なお、1,510 名の条例定数は絶対に

減らすということはありませんのでご理解をいただきたいと思います。 

 

（副市長） 

 今の話にもありましたとおり適正化計画は５、６年前からしており、その間に地域の役員さんもたく

さん変わられております。ですから、各地区にもう一度赴きしっかりと説明するのが一番大事だと思う

ので対応をしっかりとしてください。 

 

（委員長） 

 副市長からのご意見にもありましたとおり、消防本部で後の対応をしっかりとお願いします。 

 続きまして（３）の平成 24 年度主要施策について、担当からご説明願います。 

 

【資料８に基づき、喜久永課長説明】 

 

（山本委員） 

 現在の救急救命士の人数を教えてください。 

 

（福山課長） 

 現在は 34 名でございます。 

 

（副市長） 

 全部の救急車に救命士を配備するには何人必要ですか。 
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（福山課長） 

 54 名です。 

 

（委員長） 

 現状では救急救命士は 54 名必要ですが、今は 34 名ということであります。この件に関しましてご質

問ございませんか。ご意見がございませんので次の三重県ドクターヘリの運行について、担当よりご説

明願います。 

 

【資料９に基づき、福山課長説明】 

 

（水谷委員） 

 ドクターヘリの所要時間が 15 分から 20 分飛んでいますが、救急車が現場へ行って、ランデブーポイ

ントまで行って、ヘリが来るまでの時間はどのくらいでしょうか。 

 

（福山課長） 

 ランデブーポイントは上野運動公園グラウンドをよく使っているのですが、何故そこを利用するのか

と言いますと、水撒きをすることがいらず直ぐに降りてもらえるからです。例えば、救急隊が現場から

傷病者を乗せてグラウンドへ着くのと、ドクターヘリを要請してドクターヘリがグラウンドに着くのが

大体同じくらいの時間になります。と言うのは、救急隊が現場での観察前に、ドクターヘリが必要であ

ればその時に要請しますので、それから処置し車内収容しグラウンドまでになりますので、同じくらい

の時間になります。 

 

（水谷委員） 

 伊賀市の５例は１件あたりどのくらいの時間がかかっているのですか。ヘリは物凄く早くて便利なシ

ステムだと思うのですが、ランデブーポイントに行くまでとか連絡を取る時間とかロスタイムがあるの

で、近くの病院へ運んでもらうよりもかえって時間を要するのではと思いますのでお聞きしたい。 

 

（福山課長） 

 以前に、上ノ庄地内の田の中でトラクターに挟まれた事案がありました。10 時 56 分覚知で、通報内

容が、挟まれていて救出に時間がかかるということでしたので、覚知と同時にドクターヘリを 11 時 00

分に要請しております。11 時 07 分に離陸をし、現場上空には 11 時 22 分に着いております。ですので、

飛び立ってから 15分で 11時 23分には田の中の道に着陸した状況でございます。それから考えますと、

救急隊が着くのと同じくらいの時間かなと思っております。 

 他では、川西地内の交差点で、82 歳の男性が亡くなった単車と軽トラックの交通事故事案の時も、11

時 53 分覚知で、12 時 03 分にドクターヘリを要請して、ふるさと会館をランデブーポイントに設けまし

た。12 時 11 分には離陸をし、着陸が 12 時 27 分に到着している状況でして、救急隊は川西地内の現場

からふるさと会館ですので、時間的には救急車と同時着くらいになっていると思います。 

 着陸場所は安全確認も必要ですので、先に消防隊１隊が出ている状況で、安全を確認しドクターヘリ

を降ろす状況になっております。 
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（水谷委員） 

 大体、30 分以内で収まっているということですか。 

 

（福山課長） 

 今までの事例の中では 20 分以内で収まっています。 

 

（水谷委員） 

 ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 他にご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 

 

（副委員長） 

 青山高原上空の天候不良は平年でいくと年間何日くらいですか。 

 

（福山課長） 

 そこまでの統計はありませんので分かりませんが、要請した時に、天気が悪いので飛べないと断られ

たことが１回あったと聞いております。また、その件について、確認しておきます。 

 

（委員長） 

 他にご意見、ご質問はございませんか。無いようですので、三重県ドクターヘリの運行について、こ

れにて終了します。その他の項についてですが、消防本部から何かご提案がありますか。 

 

（奥野委員） 

 消防訓練、非常召集訓練、防火週間でサイレンを鳴らしたらいけないということですが、阿山全域が

了解すれば良いのか。今ではサイレンの鳴らし方も分からない者ばかりになってきて、いざ災害が起こ

ったときに誰も分からないので、ある程度は地域に任せてもらえないか。 

 

（委員長） 

 奥野委員から、訓練時のサイレン吹鳴についてのご質問でございます。お願いします。 

 

（今岡団長） 

 全国的な動きからしますと、サイレンを鳴らしている消防団はほとんど無くなりました。三重県内で

後までサイレンを鳴らしていたのは名張市と伊賀市だけでした。名張市もサイレンを吹鳴しなくなり

ましたので、伊賀市も致し方なくサイレンを吹鳴しない方針になりました。その理由は市民からの苦情

です。防火週間中で朝にサイレンが鳴り子供が飛び起きて泣き止まないとかの苦情が一番ありました。

ですが、絶対にサイレンは鳴らさないというようにはしておりません。サイレンを鳴らす地域の皆様や

自治会の同意を得て、周知徹底を確実にした場合のみ鳴らしてもよいとしています。ただし、そこから

苦情が出てきましたら鳴らさないとしています。ですので、周知徹底と苦情が出てこないことを条件に
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鳴らしても構いませんとしています。 

 

（奥野委員） 

 阿山町役場当時からの一番大きいサイレンが時間には鳴っている。時報は鳴って消防のサイレンは鳴

らしてはいけないとなっているのはどうしてか。 

 

（今岡団長） 

 周知徹底をしっかりやっていただければ、鳴らすという選択肢もあり得ます。 

 

（高山委員） 

冒頭の副市長の挨拶の中でありました消防の広域化ですが、これは国の行政指導ですか。それとも県

からですか。 

 

（副市長） 

 基本的には国です。消防組織法の中で、消防を一本化にするようにとの取り決めがあるのですが、

近改正があり努力義務に緩和されました。 

 

（高山委員） 

 それの立法主旨は何ですか。 

 

（副市長） 

 東日本大震災の前にそれが出来たのですが、大震災の後、きめ細かな地域を守る、そういう現場に沿

った消防が必要だと分かりました。基本的な考えはこのようなことだと思います。将来は一本にすると

県が目的としているのなら、県内全部が検討していかなくてはいけないと県に申しています。その中で

名張市との協議においては、伊賀市と名張市職員の待遇が色々な面で違いがあります。同じ仕事をして

いるのに伊賀市と名張市職員の給料に差があることも問題の一つにあります。 

 

（高山委員） 

 給与は各市によって違うのですか。給与改正の基準はあるのですか。 

 

（副市長） 

 基本的には、国家公務員並みというのが地方公務員にはあります。 

 

（高山委員） 

 私は、広域合併には消極的意見です。 

 

（副市長） 

 広域化することによって住民の方にどれだけのメリットがあるのか。住民の安心・安全に貢献する、

その部分が全く見えない。そこが一番の問題でもあります。 
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（松岡委員） 

 夏期訓練の招待が来ており、今年はメイン会場と他に何箇所か会場があるのですが、同時に行うとい

うことですか。 

 

（福山課長） 

 ７月 29 日に、メイン会場は東署管内ということで、伊賀、阿山、大山田が一つになって行います。

残りの会場は、上野方面隊、島ヶ原方面隊、青山方面隊会場の３箇所で行います。 

 

（委員長） 

 消防委員の皆様はメイン会場への招待です。 

 

（森川委員） 

 救急患者の搬送について、消防の方たちのご努力本当にありがとうございます。今日、ドクターヘリ

の話を聞かせていただき心強い味方が出来たと、とても嬉しく思っております。 

 それから、水谷先生から聞かせていただきました市民病院医師の確保ですが、それをしていただけた

らもっと楽に搬送していただけると思いますので、行政に対し宜しくお願いします。 

 

（委員長） 

 森川委員さんから激励のお言葉をいただきました。ありがとうございました。 

 

（奥野委員） 

 自主防災組織の資器材の装備拡充が出来ない状態ですので何とかお願いしたい。 

 

（副市長） 

 旧上野市において、自主防災が結成されたら資機材を貸与していました。旧町村ではどのようにされ

ていたのか分かりませんが、地域でどのようなことが必要なのかをきちんと把握することが大切です。 

ですので、それぞれの自主防災組織でどのような点で困られているのか、何が必要なのかをまとめてい

ただいたら、行政として地域の組織を守るために、検討させていただきます。 

 

（奥野委員） 

 25,000 円の補助金しかないのですか。 

 

（福山課長） 

 結成時には、基準額 248,000 円に戸数によって変わるのですが、計算した金額分の資機材を貸与させ

ていただいています。25,000 円の補助金は、活動されました自主防災組織に対し、活動にかかった消耗

品費分を出させていただいている状況です。 

 

（委員長） 

 私の町のことで恐縮ですが、各戸から毎月防災費用を徴収し、必要な資機材を購入するといった活動

をしております。このように防災会の予算の中で活動している一例もございます。徴収額は約 300 戸か
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ら毎月 50 円づつ徴収しています。 

 長時間のご審議ありがとうございました。意見が出尽くしたようですのでこれにて平成２４年度第１

回の消防委員会を終了とさせていただきます。皆様からのご協議を心から感謝しております。ありがと

うございました。 


