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（事務局） 
 皆さんこんにちは。 

 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。子日委員様欠席届のほか、全員ご出席をいただいておりますので、只今から平成２３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。 

今回委員の改選時期ということで、委嘱状の交付を行いたいと思いますが、本日市長は所要につき副

市長から委員の皆様に委嘱状の交付いたします。 

 

＜委嘱状の交付＞ 

 

（事務局） 

始めに市当局を代表しまして、委員として出席いただいています角田副市長からごあいさつを申し上

げます。 

 

（副市長） 

 皆さんこんにちは。本来ですと市長のほうから皆様に日頃のお礼なりお願いを申し上げるべきですが、

伊賀市名張市広域行政組合の議会でして、大変失礼をいたしますがお許しをいただきたいと思います。 

今回、消防委員の皆様方全員改選ということで、新しくそれぞれ各地域の住民自治協議会の代表の方に

委員にお願いすること、それと以前から引き続いて消防委員をお願いするということであります。 

今後、任期は２年間ということですので宜しくお願い申し上げます。 

本当ですと消防委員長さんが始めにご挨拶いただくわけですが、この後、皆様方で互選いただくという

ことで宜しくお願い申し上げます。 

消防を取り巻く状況は非常に厳しく、救急医療の方も合わせまして日頃から大変申し訳なく思っており

ますが、何とか良い状況にしていきたいと思いますのでもう暫らくよろしくお願いします。 

この後、委員長、副委員長をご選任いただいた後、協議事項に入るわけですが、主に消防の現況という

ことになろうかと思いますが、あとで名張市との消防の広域化の現在の状況につきましても皆様方にお

示し、また、ご協議していただくことになろうかと思います。 

伊賀市、名張市の広域化につきましても、ほとんどの方々が広域化策定委員会の委員になっていただい

ていると思いますが、やはり広域化することによりまして伊賀市の市民の皆様ご少しでも消防、救急、

防災等々にプラスになる事が大変重要でございますので、今、確認事項等ございますが策定委員会の中

で私が聞かせていただいている中では、まだまだ解決するべき課題がたくさんあると認識していまして、

そうした課題につきましても消防委員様あるいは策定委員様でいろいろご協議たまわり、ご忌憚のない

ご意見をいただきたいと思います。 

名張市との考え方に温度差があるように感じますので、本当に委員会の中で腹を割ったご忌憚のないご

意見をいただきたいというふうに思いますので、今後とも宜しくお願い申し上げまして、開催にあたり

ましてのご挨拶とさせていただきます。宜しくお願いします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。続きまして消防長の山中より報告させて頂きたい事項がございますので少

し時間をいただきたいと存じます。 
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（消防長） 

 こんにちは、失礼します。消防長の山中でございます。宜しくお願いします。 

この７月３日の救急車の事故報告をさせていただきます。 

 皆様方、新聞等でご承知のことと存じますが、去る７月３日の救急車の事故について報告させていた

だきます。７月３日午後４時３７分頃、南消防署の丸山分署救急車と伊賀市内にお住まいの方が運転す

る乗用車が衝突し、４名の死傷者が発生しました。委員長はじめ委員の皆様方には、大変ご心配をお掛

けした事につきましてお詫び申し上げます。 

事故の概要につきましては、当丸山分署の救急車は午後３時２０分に発生しました急病事案に出動し、

名張市立病院に収容、午後４時１２分に病院を出発し、普通走行で国道１６５号線を経由、国道４２２

号線上林地内の丸山分署南１ｋｍ付近を帰署途中、対向車線を走行中の乗用車がセンターラインをはみ

出し正面衝突を起こしました。 

この事故によりまして伊賀市内の６８歳の女性の方が午後６時３７分収容病院にて出血性ショック

により亡くなられました。また、丸山分署救急隊の隊長以下３名も頭に切り傷や、首、腰などに打撲な

どの負傷をしました。このことにつきましては、１名の方が死亡するという事故で、社会的にも大きく

報道に取り上げられました。消防本部といたしましても今後、今まで以上に安全運転について徹底指導

を行ってまいります。亡くなられました方に対しましてご冥福をお祈り申し上げ、ご報告とさせていた

だきます。以上でございます。 

 

（事務局） 

お時間をいただきまして有難うございました。 

議事に入ります前に本日の資料の確認をさせていただきます。 

資料１伊賀市消防委員会条例の概要について、資料２消防委員名簿、資料３委員長、副委員長の選出に

ついて、資料４消防本部組織について、資料５救急業務について、資料６火災の状況について、資料７

－１消防団の概要について、資料７－２伊賀市消防団適正化計画について、資料８平成２３年度主要施

策について、資料９消防の広域化について 

以上ですが、資料が不足しているようであれば申し出て下さい。よろしいでしょうか。 

 
（事務局） 
それでは、事項２番の「伊賀市消防委員会条例の概要について」、私の方からご説明させていただき

ますので、資料１をお開きください。まず、委員会設置の目的といたしましては、第２条のとおり、消

防の十分なる発展と消防行政の効率的な運営を図るためといたしております。 

 次に所掌事務といたしましては、市長の諮問によりまして第３条の第１号から第４号の各消防に

関する重要事項をご審議いただくことになります。なお、委員会として消防に関する重要事項を市

長に建議することもできます。 

次に委員会の組織ですが、第４条のとおり第１号の「住民自治協議会の代表６人」の方から、第

７号の「その他市長が必要と認める方２人」までの総数で１５名以内と致しております。 

 次に委員の方の任期ですが、第５条のとおり２年と致しており、ただし、任期途中で退任されたと

きは、前任者の残任期間としております。また、第２項でその職をもって委嘱された委員の方の任

期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間としております。これにつきましては、第４条の

副市長さん、消防団長、消防長が該当いたします。 



 3

次に委員会の役員ですが、第６条のとおり委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互

選によって選任することになっています。 

次に会議の召集などにつきましては、第７条のとおり委員会は、委員長が招集し、会議の議長と

なり、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができないとしております。また、委

員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決すると定めております。 

以上をもって条例の概要についての説明を終わらせていただきます。 

 

（事務局） 

続きまして、事項３番の消防委員紹介につきましては、委嘱状の交付により紹介に代えさせていただ

きます。当局側の自己紹介をさせていただきます。 

 

「消防救急課長から順次自己紹介」 

 

（事務局） 

失礼いたしました。消防団長、自己紹介をお願いします。 

 

（今岡団長） 

ご存知の方もたくさんお見えになります。消防団長の今岡でございます。宜しくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 申し送れましたが中消防署長につきましては、病気のため本日欠席をさせていただいています。 

本日は委員１名の方が欠席されていますが、委員会条例第７条の規定によりまして、半数以上の委員

さんが出席いただいておりますので、本会議は成立いたしたことをご報告申し上げます。 

続きまして事項の４番 委員長、副委員長の選出についてでございますが、委員会条例第８条の規定 

では委員の互選によるものとありますが、選出方法につきましてどのように取扱えばよろしいでしょう

か。 

 

（松岡委員） 

 事務局案がありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。事務局案がありましたらというご発言がありました。 

事務局からご提案申し上げご承認をいただくことと致したいと存じますがご意見を賜りたいと存じ

ます。 

 

  ＜意見なし。＞ 

 

（事務局） 

ご意見無しのようでございますので、委員長に引き続き福森隆久様、副委員長に堀川一成様にご就任

いただきたいと存じますがご異議ございませんか。 
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  ＜異議なし＞ 

 

（事務局） 

ご異議無しということで、委員長に福森隆久様、副委員長に堀川一成様よろしくお願い申し上げます。

前の席へ異動願います。 

 

（事務局） 

お二人からご挨拶いただきたいと存じます。 

 

（福森委員長） 

 どうも、失礼いたします。平成２３年度第１回の消防委員会ということでご案内を賜りました。 

新しく６名の自治協議会の代表の方々をお迎えいたしました中での第１回目の開催でございます。 

ただ今、再登板としてこのような重要なポストを全うするものではないわけでございますが、どうか皆

様方のご協力ご支援をいただきまして、消防のますますの発展、消防行政の円滑のために大変微力では

ございますが精一杯がんばらしていただきたいと思っております。どうか皆様方のご協力ご支援を宜し

くお願い申し上げます。冒頭にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

（堀川副委員長） 

 改めまして、皆様こんにちは。 

 私、伊賀市防火協会の会長ということでこちらの方に参加させて頂いています。 

 前年度に引き続きまして宜しくお願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

協議事項に入らせていただきますが、委員会条例第７条の規定によりまして、本会議の議長は委員長

にお願いいたしたいと存じます。委員長よろしくお願いします。 

 
（委員長）  

 ただ今、石橋次長から本委員会の成立をご報告いただきました。 

ただ今から協議事項に入らせていただきます。なお皆様方のテーブルの前に会議録作成のために録音を 

いたしていますことをご了承いただきたいと思います。 

それでは、協議事項第１番を皆様方にご案内いたします。 

 まず、（１）の「消防本部の現況について」です、①から③まででございます。 

①の消防本部組織について石橋次長から説明をお願いします。 

 

＜資料４により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

ありがとうございました。ただ今、石橋次長から消防本部組織についての説明をいただきました。 

引き続いてでございますが、救急業務につきまして、福山消防救急課長お願いします。  
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＜資料５により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

ありがとうございました。ただ今、福山救急課長から出動比較表６月までの分でございます。 

続きまして、病院の受入れ不能件数等のご説明をいただきました。 

続きまして③でございますが、火災の状況につきまして、藤岡予防課長から説明をお願いします。 

 

＜資料６により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

ただ今、藤岡予防課長から③の火災の状況につきましての説明でございました。 

それでは、ただいまから１番目の項目の消防本部の現況について、ご質問、ご意見を頂戴いたしたい

と思います。 

どうぞご遠慮なくご発言、挙手のほどお願いします。何かご意見ご質問ございませんでしょうか。 

 

（松岡委員） 

 救急の受入不能の「その他」とは、どのようなものですか。 

 

（福山課長） 

 資料を確認し、会議終了までにご報告をさせていただきます。 

 

（西村委員） 

 上野市民病院、岡波病院、名張市民病院以外の病院搬送の状況は？ 

 

（福山課長） 

 伊賀市内の他の病院となれば開業医になるのですが、２１９人の方を搬送させて頂いています、それ

と応急診療所へ６２人、それから県外への搬送件数が１５７件と説明させていただきましたが、県内の

市外の病院へは２３８人搬送させていただいています。 

ですので、県外、市外への搬送の状況が多いということで救急搬送時間も大変長い時間が掛かるという

状況です。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。年間を通した資料の提出もお願いします。 

 他にご意見ございませんか。 

 

（高山委員） 

 私たち病院への受入不能が一番関心があるわけですけれど、三つの病院へ搬送していただいている訳

ですが、例えば上野総合市民病院がだめの場合、次はどこにいくのですか。 
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（福山課長） 

 まず、県内の近くの津、鈴鹿等の病院を当たらせていただいております。 

 

（高山委員） 

 市内の岡波や名張はだめなのか。 

緊急を要する場合、例えば奈良県で亡くなった例があったが、それでも遠い病院へ搬送することにな

るのか。 

 

（福山課長） 

 一次病院が受入れ不能となりますと県内の津、鈴鹿、又は隣の県の滋賀県の病院を当たらせていただ

いて、受入れ可能となれば搬送させていただくという状況でございます。 

 

（副市長） 

 救急も病院が開いている昼間の救急と平日の夜間、土日の病院が閉まっている二つの例があり、昼間

の救急の場合はどの病院も開いていますので、例えば上野総合で受入れ出来ないということであれば、

名張や岡波へ医者どおしが連絡し、その時に受け入れられるとなれば伊賀管内での病院のやり取りがで

きます。だけど、夜間や土日の場合は、完全に三つの病院で当番日を決めており他の病院は開いていな

いので、上野が当番日にはこういう症状ならば受け入れて下さいと、予め鈴鹿や四日市、松阪とか滋賀

医大等にこの日は当番なので受入れできなければお願いしますと、予めお願いして有ります。 

その時に、こういう症状であればここの病院へと、消防にも通知をしてあるわけですが、その時にお願

いをしてあっても一杯になっていれば、その時には消防さんの方からあちこち連絡をとってもらうこと

も有りえる訳です。一番苦労しているのは消防さんです。 

 

（高山委員） 

 夜間なんか搬送して、だめな場合は、消防さんがあちこち連絡してくれているのか。 

 

（副市長） 

 搬送する病院につきましても、一旦は患者さんがおりて、こういう症状だからということで、医者の

方から応援してくれるお医者さんに医者どおしで連絡をとって、こういう症状でお願いしますといって

もらっている 

お願いするにしましても、相手方の病院は専門的な医者から話を聞きたいと言ってくれていますので医

者どおし連絡の取れる体制にしています。 

 

（高山委員） 

 それでは、安心していてもよろしいですね。 

 

（副市長） 

 安心して頂いていいんですが、受入れ不能件数は、上野総合が一番少ないんです。 

 ただ、岡波さんなんかは、救急で来られたら患者さんは症状が重かったら入院させて、ずっと見続け

なければならないと思ってくれています。ただ、上野の場合は、一旦は見ます。だけど応援医師がほと
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んどですので、症状が重い内科は入院させることが出来ないです。だけどこの数字には一旦は見るので 

受入れ不能の数字が少ないということになります。 

 

（高山委員） 

 やはり数字と実態とは随分違いがあるんですね。 

 もう一点聞きたいのですが、病院へ受入れ不能になって、その方が不幸にも亡くなったという事案は

一件もありませんか？ 

 

（副市長） 

 昨年１件ありましたが、既に心肺停止状態でした。 

 心肺停止していても、病院が一旦受け入れて、こういう症状で助かりませんよということを家族に説

明をすれば家族の人もいいんですが、助からないと思っていても救命士が乗ったまま、あちこちの病院

へ連絡を取って、その間に受け入れ病院がやっとあっても２時間前に死んでいますよと言われますと家

族の人もどうやと言われます。そういう状況が１件ありましたが、だけど、心肺停止状態でなければほ

とんど運んで頂いていると思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。 

 

（森川委員） 

 副市長の話を聞かせて頂いて安心させていただいた。重い人でも受け入れて見ていただいていると聞

かせて頂いて安心したのですが、不能件数で亡くなった方が１人いる、その時に消防署の人たちが受け

入れ先を探してくれている訳でしょう。命を預かっていただいて大変ですね。 

 

（副市長） 

 ですから、救急医療を行なっていて搬送先が無いので一番苦労してくれているのは消防さんです。 

 本当に申し訳ないと思っています。ですから、こういう症状であれば受け入れますというふうにおっ

しゃってくれている病院もありますので、なるべくそういう関係をきちっとつないでおかなければなら

ないと思っています。 

 

（森川委員） 

 上野市民病院の医師がすごく減ったと噂で聞いています。市民病院の患者さんが大変少ないと聞いて

います。もっと病院のお医者さんを増やしていただいて、ベッド数も増やしていただいて、受入れ不能

ということが無いようにしていただきたい。 

 

（副市長） 

 今まで、上野総合市民病院の医者につきましては、すべて三重大からの派遣でしたが、三重大に残る

医者がものすごく減っているので、出すに出せないので三重大ばかり頼らないでくれと言われています。 

ですから、あちこち遠い病院へ行き、幸い色々な病院から本当に良い医者が来てくれています。ただ、

良いお医者さんが来てくれているんですが、常勤医がいないと主治医になれないので入院をさせられな
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い。今は常勤の医者が少なく内科医はほとんどゼロなんです。ですから内科の入院をさせられないとい

うことはだめなので、今度来られた三木院長は外科専門なんですけれど、内科の患者さんを院長が診る

ようにしています。ただ、外科の手術数についてはかなり増えています。以前は上野総合へ行ってもす

ぐ手術でしたが、この頃長ければ１ヶ月待ちとか、外科はそうなんです。ですけれど、外科にしまして

も手術するまでに循環器系の内科のお医者さんとか絶対必要なんです。ですから、いろいろな病院との

関係はきちっと持ちたいと思っています。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 この救急の受入れ不能については、市民の方も大変心配していることですので、今、副市長の発言さ

れたとおり、医師の確保等にご努力いただきたいと思います。 

 それでは１番の項のご質疑を終わらせていただきまして２番の項に入らさせていただきます。 

 

（高山委員） 

 もう１点だけ、資料４についてですけれど、旧青山はどこの管轄になっているのか。 

 

(福山課長) 

 南消防署になります。 

 

（委員長） 

それでは、１番の項を終わりまして、（２）の「消防団の現況について」を協議させて頂きます。 

まず、①の消防団の概要につきまして、福山消防救急課長、お願いします。 

 

＜資料７－１により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。ただいま、福山課長から消防団の概要についての説明がありました。 

 続いて２番の項の伊賀市消防団の適正化計画について、説明をお願いします。 

 

＜資料７－２により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 消防団の現況についての①消防団の概要について、②伊賀市消防団適正化計画についてを福山課長よ

り説明を頂戴いたしました。これにつきまして、皆様方からご意見ご質問を頂戴いたしたいと思います。 

どうぞ挙手を願います。 

 

（堀川委員） 

 適正化計画の背景と目的を教えていただきたいと思います。それと、大山田の応援部とはどういうも

のですか。支援団員とは違うのですか。 
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(委員長) 

 ただ今、堀川副委員長からご質問のありました２点について事務局からご説明願いますか。 

 

（福山課長） 

 目的といたしましては、先ほどの支援団員のところで説明させていただいた中で、少子高齢化、サラ

リーマン化ということで、地域によっては団員の確保が難しくなっています。将来的に大変困難である

と思います。それと今まであった組織を伊賀市になったことによって一つにまとめたということで、そ

のままの状態でまとめていますので、もう少しスリムにするべきだということで、そんな中から適正化

委員会を造りまして検討していった中でこのような形になったと思っております。 

 

（堀川委員） 

 結論からいうとサラリーマン化は、今始まったことでなく、２０何年も３０年も前から発生している 

団員不足の数を合わせていこうというのが本音ということではないかと思います。 

 

（今岡団長） 

 私は、ちょっと違う見方をしているんです。確かに消防団員の確保が大変難しいというのは有ります

し、サラリーマン化、少子高齢化という事もありまして、団員の確保が本当に難しいのは事実なんです

けど、支援団員は、今回の適正化の一番の目玉であり、条例定数を絶対減らしてはいけない、いつ東海

地震、東南海地震が起こるかわからない状況の中で３．１１があった中、絶対に団員数を減らしてはい

けないというのが当然の考えです。ただ、相反する状況を組み合わせていくかというと、今現在では、

一般の人が消防車を運転することが出来ないが、支援団員はそれが出来るわけです。 

あるいは、消防団員が来るまでに、ポンプを勝手に操作して水をかけるということは、今の法律では出

来ないんです。それを出来る資格を与えた方が支援団員という見方をしていただきたい。 

決して１５１０名を絶対割りたくないというのが我々の譲れないところで、支援団員をそういう風に捕

らえ方をして、団員さんも地域の人も、これから進めていただきたいと思います。 

 

（副市長） 

 行政からは確かに１５１０人必要だと思います。一般的に全国の伊賀市並みの人口と比較すると、伊

賀市並みの人口だと１０００人なんです。人数としては１．５倍の定数になっているんですけど、あく

までも５５８平方キロという広い面積を持っているということは無いので、やはりそういう地域を守る

ためにはこれだけの定数が必要だと行政としての判断をしています。ただ、やはり若い団員の方を集め

るのが苦しい状況の中、元気な経験の有る非常に熟練した年を取られた方を支援団員として活躍しても

らいたいと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。あと一点、応援部についてお願いします。 

 

（福山課長） 

 資料７－１の大山田方面隊のところを見ていただいて、これにつきましては以前、大山田役場の方が
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ポンプ車１台をもって、もしものときに災害現場に出動するという応援隊を作っていましたので、その

まま定数に入っている状況です。現在は入っておりません。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 

（堀川委員） 

 そうすると、応援部は条例上は残っているが現実は無いということですか。 

 

（安岡委員） 

 確認をさせて下さい。適正化の問題で経過報告がありましたが、平成２０年当時、区長をしており、

適正化については、安全、安心のためには、体制強化のため適正化をしていかなければならないという

ところでは理解した立場ですが、そこでお尋ねしたいのは、当時の認識では、各字で１名を確保する、

そしてとりあえずは区長とかＯＢの人で地区で確保しなさいということだったので、確保されていると

思っていたのですが、今報告された中では２名ということのは、ご理解いただけないので確保できない

のか、それとも、支援団員というのは当初思っていた以上に経験を要するとか、研修を要するというこ

との中で確保が難しいのか、その辺はどうですか。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。このご質問に対し、福山課長ご答弁をお願いします。 

 

（福山課長） 

 支援団員の方々につきましては、訓練等に出ていただく必要が無いわけで、ただ、なっていただいた

ときにはその地区のポンプの使い方、ホースの伸ばし方の研修だけは出てくださいと言うこ事は決まっ

ているのですが、出初式、夏期訓練に出て下さいということは無いわけでございます。そんな中、公務

災害補償等の話をさせていただいて、申し込みをいただきなっていただくという状況ですけれど、これ

については、もう少し事務局から声掛けをしていかなければならないのかなと思っています。 

 

（副市長） 

 今の状況では、適正化計画を上野と伊賀の方面隊では了承してくれていなかったので、まだまだ伊賀

市全体で適正化計画がまとまってなかったから支援団員がこれだけ必要であると正式に要請できなか

った。 

 

（宮本副参事） 

 私が適正化計画の担当として去年、一昨年と地区の方に話をさせていただいた。支援団員というのは

今はどうかと言いますと、条例自体が改正されまして１５１０名の中に支援団員も含むということです

ので、支援団員と基本団員をたして１５１０名を超えなければ支援団員を置けると説明をさせていただ

いて、現状でも５０名弱の欠員がいるので今でも入っていただく事ができます。 

その時説明させていただいたのは、基本団員が昼とか不在の時に災害があれば、帰ってくるまでの間に、

また、帰ってきてからの補助の補填的なことが条件です。地元に常にいることが 前提です。 
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ですので、消防団のＯＢの方でも６０、６５歳の方でも地区から外にお勤めの方が結構いてくれます。 

よく言われるのは、６０、７０でも勤めていて地元にはいないというのが実情です。 

 

（安岡委員） 

 団員の定年は４０歳ぐらいで退団が慣例になっているが、現役の団員は日常たまたまいる場合もあり

ますが居らない訳ですが、しかしそれでも正規の団員である、応援団員こそそれ以上にＯＢの人等を確

保して、あるいは、自主防災組織もあるわけですから、一次的な初期的なことには、そういった人こそ 

能力があるわけで、指導をもらい行っていけると思う。 

次に言いたいのは、自治組織が住民自治協議会を中心に区長を抱きこんで地域のいろいろな事をしなさ

いと言われており、区長が地域の重要な立場に有ることは変わりが無いことですから、自治協、区長に 

こういう問題を降ろしてもらう必要があるのでは。 

 

（今岡団長） 

 この話が、伊賀のすべての地区内で決まったのが今年度からなんです。 

 それまでは、よその地区では数字が出ていなかったんです。ですから大山田でも完成していなかった

のでどんどん進めていく事ができなかった。本年度からやっと、足並みがそろったということです。 

 そこで私からお願いなんですけれど、実は、おととい県の会議に行ってきまして、今現在２９の消防

団があるんですが、充足率のリストを貰ってきました。どこも団員の確保が難しいのでなかなか１０

０％のところは無いと思っていたのですが以外に６消防団が１００％充足ということで、ちょっとショ

ックを受けました。伊賀市消防団は 50 人近く欠員がいますから、今、安岡さんがおっしゃっていただ

いたように支援団員をいれて１５１０人にしたいと思いますので、また、分団長からお願いに行くと思

いますので、協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 支援団員の身分とか、報酬、活動費等をしっかり地域にお知らせいただいたら、まだまだ理解を得れ

ると思います。 

 

（副市長） 

 これから、地域に説明に行かないのか。 

 

（堀川委員） 

 自治協がどのように団を考えているかで変ってくると思う。 

したがって、本部の担当の方も自治会、自治協との連携を深めていただいて、防火協会、事業所にも有

事の際には支障の無い範囲で協力をお願いしていただき、また、自治協、自治会さんからも、それぞれ

の地域の事業所に有事の際には何らかの支援をお願いしていただければ、多少は変ってくると思います。 

 

（山本委員） 

 支援団員の推薦条件、年齢制限、経験等をちゃんと決めて地域に持って行っていただかないと思いま

す。 
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（今岡団長） 

 各地区を回った時にはもって行かせて貰っています。 

 

（委員長） 

 運用開始に向けて皆様方にも色々とご尽力を願いたいと思っています。 

 先ほどからも出てますように、消防本部としましても自治協さんと密接に連携を取って頂きまして支

援団員の確保ということで１５１０名に達するまでご努力いただくようにお願いいたします。 

 

（森川委員） 

 女性団員をもう少し声を掛けていただいたらと思います。 

 

（今岡団長） 

 ２５年度に出来ます。 

 

（山岡委員） 

 上野、伊賀は２２年度で了解したという事でいいんですね。 

 地元の自治会長さんは一応承諾をしたということで、区長さんも変って見えるけど、引継は十分して

いただいているということですか。 

 

（宮本副参事） 

 上野と伊賀に関しましては、話し合いの回数が複数回にわたりまして、その話の度に、区長と分団長

が話をしていただいて、区長さんがこれでよろしいという形にしてますので、消防行政と地区の自治会

さんとは直接話しはしておりません。ですが、分団長が行政の意見を区長に相談させていただいて、折

り合いの付いた数字がこの数字になっています。 

 

（山岡委員） 

 われわれが地元に帰って、これについては区長にも話が出来ていますと言っても間違いが無いのです

ね。そんなん知らんよという事にならないのですね。 

 

（高山委員） 

 窓口は自治協に１本にしてもらいたい。 

 我々がその地域の区長に話をします。そういう組織に 4月 1日から組み直しましたので。 

 

（消防救急課長） 

 わかりました。 

 

（山岡委員） 

 それと、もう１点だけ地元団員が出動する場合、もちろん、けが等の関係もあって、出動命令はだれ

がするのか。例えば、自治協としてそういったことが出来るのか。 
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（消防救急課長） 

 出動については、こちらから団長にお願いして、団長からの要請になります。 

 

（山岡委員） 

 一般的にはそれでいいのだが、緊急的になってくると、そんな回りくどい事をしていられない。 

 

（今岡団長） 

 自治協から分団長に言っていただいたら、分団長が私にこういう出動をします。と言ってきますから

その時点で命令をするということになります。 

 

（山岡委員） 

 自治会から直接要請してもいいのですね。もし事故が起きた時に問題があるので、そういう命令系統

もＯＫですよとしておいて貰わないと分団長が勝手に出したということになって、我々が迷惑をかけて

も申し訳ない。 

 

（今岡団長） 

 勝手に出るということは今まで一度もありません。必ず、報告が来ます。 

 

（消防救急課長） 

 近特に行方不明等も多いわけですが、そんな中で地域の区長さんから出動を頼めないかといわれた

のは、必ず消防なり団へは入ってきています。一番近い消防団の方に言っていただければ心配いただか

なくともいいと思います。 

団の方でも近くの消防署、分署に言っていただければ結構ですので、そのような連絡系統で連絡させて

いただく事になります。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 ２番の項に関しまして、ご意見が出そろったようでございます。 

 今後の２５年の適正化の運用ににつきましては、消防本部と自治協の皆様方との連絡を密にしまして

連絡をしていただくようお願いします。続きまして協議事項３番に移らさせていただきます。 

平成２３年度の主要施策につきまして、石橋次長説明をお願いします。 

     

＜資料８により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

 ありがとうがざいます。３番の項の平成２３年度の主要施策について、石橋次長より３点に渡ってご 

報告を頂戴しました。資料８について、委員の皆様からご質問ご意見ございましたら、お伺いいたしま 

す。 
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（安岡委員） 

 基本的に防火水槽の修理は地元負担ですか。 

 

（消防救急課長） 

 材料費という形でお願いをさせていただいています。 

 

（安岡委員） 

 材料費の提供で、使役は地元ということですか。そういう考え方ですか。 

 

（消防救急課長） 

 防火水槽の新設につきましては、充足率の低いところ、防火水槽の無い所からさせていただいていま

す。 

 

（山本委員） 

 今どこでしているのですか。 

 

（消防救急課長） 

 初は５基要望していたのですが、東日本大震災ですべて補助が出ないということで、辺地の事業に

乗り換えまして、青山の腰山に１基分いうことです。 

 

（安岡委員） 

 その１基分が６００万円ということですか。これは、地元負担はいりますか。 

 

（消防救急課長） 

 地元負担はいりません。財源は国からの補助です。 

 

（副市長） 

 民有地の場合は只でさせていただきます。 

 それだけで、負担金はいただきません。 

 

（安岡委員） 

 他の事業費もどこかの補助金ですか。伊賀市からの予算はないのですか。 

 当初予算に含まれているんですね。 

 

（副市長) 

 ほとんど、伊賀市の予算です。消防の補助金は少ししかありません。 

 

（委員長） 

 よろしいでしょうか。他にご意見受け賜ります。 

 ご意見ございませんようですので、２３年度の主要施策について、終わらせていただきまして、（４）
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の消防の広域化についてのご説明を石橋次長からお願いします。 

 

  ＜資料９により事務局説明＞ 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。ただ今、石橋次長より、消防広域化についての協議事項と過去７回にわた 

ります委員会での協議事項等ご報告をいただいたわけでございます。大変重要な問題でございまして、

先ほどもご説明のありましたとおり、ワーキング部会を立ち上げまして、それぞれの専門分野の中でご

協議をいただいてきた訳でございまして、１番から８番までワーキング部会から提案され承認された内

容でございます。 

新しい委員の皆様方には、突然この話を出されてご理解をいただくのは難しいかと思います。 

両市消防本部が合併するということになり、職員の給与の件もございますし、色々な問題が山積されて

いるわけでございます。 

     今日この問題を皆様方にご報告させていただきご了承下さいと言う訳にはいかないと思います。 

     本日、お越しいただいている皆様方は、すでに策定委員会の委員の方もあられますので、この件に関し 

ましてご意見を頂戴できたらと思います。 

また、消防委員会の中では、策定委員会の協議事項もご報告させていただきたいと思います。 

 

（副市長） 

 冒頭のご挨拶で申し上げましたが、名張市と伊賀市とで広域化に関して温度差があり、名張市の副市

長は、伊賀市の副市長が反対しているらしいと言っているらしいが、何もそんなことは言っていません。 

ワーキング部会を行なっていて、こちらの方から本当に広域化するならちゃんとメリットがあって、細

かい点について、給与の格差や名張消防署、伊賀消防署をそのまま置いて、その上に新しい消防本部を

作るのなら何もならない。伊賀市に消防本部を置いてそこから各署、分署に指令するという形なら良い

が、今のままで名張は名張、伊賀市は伊賀市では何もならない。 

 だから、組織や給与の格差等いろいろあるが、名張市は現状のままで合併後協議をすれば良いといっ

ているが、合併する時点で 低これだけはきちっとしてこの方向で合併してから色々行なっていくとい

うような筋道を立てなければいけないと言っています。そういうものをきちんとそれぞれの部会で協議

して、こういう課題をこういう方向性で２５年の４月１日には少なくともこれだけの事はきちっと整理

するそういう腹をわった話し合いをしなさいと言ってます。このことは、向こうの副市長にも言いまし

た。今はそういう状況ですが、ワーキング部会で職員が色々協議して、こういう課題がありますという

ことは、伊賀市の策定委員さんに情報を認識していただいて、委員さんがたがどういう風に考えていた

だきご指導いただくようにきちっとやるように言っています。 

ですから、いきなり名張と伊賀市の策定委員が寄って事務局だけで話をしたものを出すだけではあかん

といっています。今、名張にもそう言ってありますので、名張がそういうきちっとした話し合いに応じ

なければ止めておくように、今はそういう状況です。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。 

 実は、策定委員会の委員長を仰せつかったのは私でございまして、大変苦労しているわけですが、伊
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賀市の職員、名張市の職員に温度差があります。こんな職員の体制の中で一緒になっていけるのかなと

思っています。 

 

（副市長） 

合併したら、伊賀地域全体の住民の方のためにどれだけのメリットがあるのかが一番です。 

それを守るのが消防の職員であり、広域化後、消防職員の士気が上がって市民のために仕事ができる

ような気持ちになってもらえることが大事です。そうするためには、どういうところをどう変えたら良

いか、もっとまじめに考えなければいけない。 

 

（委員長） 

 この話をこの委員会に出しましたのも、こういう問題が起こっているということを自治会の役員の皆

様方にもご認識をいただきたいという意味でして、この問題に対しまして委員の皆様方に意見を頂戴す

る訳ではございませんが、名張と伊賀の間に消防合併という問題が上がっているということを報告に挙

げさせていただいたわけでございます。 

どうぞ委員の皆様方からご意見ございましたらどうぞ。 

 

（高山委員） 

 平成２５年４月１日から必ず消防広域化するのですか。 

 先ほどの副市長の話では、伊賀にもあり名張にもあるのでは、何にもならないのでは。 

 

（副市長） 

 特に、災害が起こった時に、災害対策本部を作るのは、それぞれの自治体ごとなんです。 

 伊賀市が災害対策本部を作ったらそこの指令をどういうふうにするのか等色々な問題があるからも 

っと具体的にどうするか詰めなければならない。 

 だけど今おっしゃった２５年４月１日にするということを確認するという事は、多分そういった色々

な問題の解決策を見出すとしても、一応２５年４月１日に広域化するとすれば、どういう風に詰めてい

かなければならないかと言う事だと私は認識しています。 

 ただ、国の指導も２０年に推進計画を出して、５年の間に実施しなさいという決まりになっており、

その間に名張も新しい庁舎を造った、それもこの制度の元に造ったんです。 

 国の消防組織法の改正で決めて来た訳ですが、全国的にほとんどの消防が無理だといっているので、

その後、あと戻りして努力目標になり、県も推進計画を元に作ったのですが、県はあくまでも市町村の

考え方だといっている。 

 

（堀川委員） 

 資料の県下の状況でも伊賀ブロックだけが進んでいる。 

 県から伊賀ブロックに助成か何かあるのか。 

 

（副市長） 

 伊賀市にとっては、問題点を整備してからではないといけないと思います。 

 ５年間の中で、色々なハード的な整備計画があり、広域化をすることにより国から財政措置があり、
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それを名張市さんは先行してやっています。庁舎の建替えを行なった。 

国が法律を作ってその後、制度改革で財政措置を無くすというのはだめなので、伊賀市も一緒に話に行

くと言っています。 

 

（高山委員） 

 法を制定したが上手く行かないので、国が努力目標に変えたのですか。 

 それなら２５年４月からでなく、よく検討すればいいのではないか。 

 

（副市長） 

 もっと素直に広域化により、どんなメリットがあるか考えなければならない。 

 

（委員長） 

 色々な問題が山積されてされている訳ですが、広域化について、こういう問題があるということを 

副市長からも詳しくお話を申し上げたとおりでございます。 

まだまだ、委員会等で皆様方にご報告することがあるかと思います。こういうことが伊賀市に起こって

いるということだけご記憶をいただきたいと思います。 

問題は山積されていますということを申し上げさせていただきます。 

 

（副市長) 

 できるだけ、ワーキングの中で話をした事について、伊賀市の策定委員さんに、まずはお示しして、 

策定委員さんのいろいろなご判断、ご意見をいただくのが筋だと思います。 

 

(委員長) 

 ワーキングの内容は、ほとんど専門的な内容ばかりなんです。それで、ワーキングの内容と言う事で

委員会へ持ち上げていただくのですが、それが自分たちにとってよく理解できない事がたくさんあるん

です。まじめに取り組んでいただいたことをこうでは無いということを私たち委員の中の判断は難しい

ことです。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。ご報告ということでこれで終わらせていたきます。また、進展がありました

ら、この委員会の中でもご報告させていただきたいと思います。 

６番目の項で、「その他」の項ですが、事務局からご提案ございましたらどうぞお願いします。 

 

（福山課長） 

 まず１点目につきましては、色々ご意見をいただきましたように、これから自治協さんと連携をとり

ながら色々な事について進めていきたいと思いますので、これからもご理解ご協力のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 それと１点、資料の訂正を申し訳ありませんがお願いしたいと思います。 

 資料８の主要施策で防火水槽の件で説明をさせていただきましたが、その中で、事業名が国補となっ

ていますが、 初は国補として挙げたのですが震災で無くなってしまったということで、申し訳ありま
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せんが国補を消していただいて辺地債ということになりますので、その点だけ宜しくお願いをしたいと

思います。 

 それと、受入れの不能の理由ということで、「その他」というのは何かということで、調べさせてい

ただきました。これにつきましては、「他の患者に迷惑をかけるために、受入れできない。」ということ

です。アルコールを飲まれて病院で暴れるとかが受入れ不能の理由となります。 

 

（委員長） 

 はい、ありがとうございました。事務局からのご説明でございました。委員さんの方で何かその他の

項でご発言ございましたらお聞きしますがいかがでございましょうか。 

 それでは、約２時間に渡りまして、平成２３年度の第１回消防委員会、熱心にご協議いただきました

ことまずもってお礼申し上げたいと思います。今回、また委員長を仰せつかった訳でございますが、委

員の皆様方のご指導、ご協力いただきまして、消防行政また伊賀市消防の発展のために、皆様方のお力

添えをよろしくお願い申し上げまして、第１回目の消防委員会をこれにて閉会とさせて頂きます。ご苦

労様でございました。 


