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（事務局） 

失礼いたします。 

本日は委員の皆様には公私とも大変お忙しい中、ご出席いただき厚くお礼申

し上げます。ただいまから平成 29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。 

本日、住民自治協議会伊賀地区選出の半田様、伊賀医師会会長の猪木様、２

名の欠席届のほか、全員ご出席いただきました。今回は委員の改選時期であり

委員会会場で委任状の交付をさせていただくことが本意ではございますが、開

催時期が不明であり事前に郵送させていただきましたこと、この場をお借りし

ましてお詫び申し上げます。 

昨年１１月から新消防庁舎となりましたので、委員会終了後に庁舎の見学を

計画しております。 

委員会を始めさせていただく前に、資料の確認をさせていただきます。 

事項書・席表・資料１。資料２と順番に資料９・資料９－１までとなります。 

それではお手元の事項書に基づきまして、委員会を進めさせていただきます。 

なお、本委員会は会議録の作成が義務付けられておりますので、録音をご了

承いただきますようお願いいたします。 

 

（事務局） 

事項書２番、市当局を代表いたしまして、大森副市長からごあいさつを申し上

げます。 

 

（大森副市長） 

みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました、副市長の大森でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。委員会の開始にあたりまして、冒頭簡単

にご挨拶申し上げます。 

委員の皆様には消防行政をはじめ市政全般にわたりまして、格別のご支援ご

協力をいただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。 

この新消防庁舎の運用が開始されて、ちょうど１年が経ちます。職員一同、

気持ちも新たに、伊賀市の消防防災行政の一層の充実に努めてまいりたいと考

えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日の議題は二つございます。ひとつは消防本部の組織の検討でございます。

平成 19年に青山地区の再編に伴いまして１本部３課３署５分署体制となってお

りますが、市の財政状況や今後の人口減少社会を見据えまして、持続可能な常

備消防体制のあり方を検討するため、伊賀市消防本部組織検討員会の設置をい
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たしました。具体的な検討につきましては今後となりますが、消防だけでなく、

市の部局も入り長期的な視点で、消防行政サービスの維持・継続するための計

画を策定したいと考えております。 

 そしてもうひとつは、近年の社会情勢によりまして、消防団員の確保が困難

な状況にあり、多様化する消防団員の活動を活性化させるため、消防団の現体

制を検証し、団員定数・組織・報酬・処遇等の見直しを行いたいというふうに

考えております。 

以上２点につきまして、委員の皆様のご意見をいただきたく、審議のほどよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。本日はどうかよろしくお願いいたしま

す。 

 

（事務局） 

事項書３番、消防委員様のご紹介をさせていただきます。資料１をご覧くだ

さい。お名前をお呼びさせていただきます。 

山田委員様・市川委員様・上林委員様・奥委員様・森脇委員様・福森委員様・

堀川委員様・松岡委員様・森川委員様・山本委員様、消防団長の奥委員様・副

市長の大森委員・消防長の久保委員であります。 

続きまして消防部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】 

 

皆様、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 事項書４番、伊賀市消防委員会条例につきまして、中森消防総務課長から説

明させていただきます。資料２をご覧ください。 

 

 【資料２に基づき、中森課長説明】 

 

（事務局） 

 事項書５番、委員長・副委員長の選出についてでございますが、伊賀市消防

委員会条例第６条第１項の規定に、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これを定めるとありますので、委員長、副委員長を互選に

より選出していただきたいと思います。資料３をご覧ください。 

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。 
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（委員） 

 事務局一任 

 

（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てよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

  

（事務局） 

ご意見が無いようですので事務局案といたしまして、委員長には引き続き福

森委員様、副委員長には堀川委員様にご就任いただきたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（事務局） 

 ご異議なしということで、委員長に福森委員様、副委員長に堀川委員様、よ

ろしくお願いいたします。前の席へご移動をお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ひとことご挨拶申し上げます。 

 ただいま事務局より引き続き委員長を担当せよといった仰せでございました。

私自身はそのような実力があるわけではございませんことを十分認識いたして

いるわけでございますが、消防行政の円滑な運営のために少しでもお手伝いが

できたらと、そういったことで大変微力ではございますけれども、精一杯努力

させていただく所存でございます。どうか委員の皆様方におかれましては、今

までどおりまた格段のご支援ご協力を賜りますことを衷心よりお願い申し上げ

たいと存じます。冒頭にあたりましての一言のご挨拶にさせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

（副委員長） 

 高いところから失礼いたします。 

委員の皆様よろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが、ご挨拶と
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させていただきます。どうもありがとうございます。 

 

（事務局）  

ありがとうございました。  

本日は委員２名の方が欠席されておりますが、伊賀市消防委員会条例の概要

説明で申し上げましたとおり、本条例第７条第２項の規定により、委員定数の

半数以上の出席をいただいておりますので、本会議は成立しておりますことを

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。 

本条例第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

よろしくお願いします。 

 

（委員長）   

 承知いたしました。ただ今、事務局から本委員会の成立をご報告いただきま

した。 

直ちに協議事項に入らせていただきます。 

それでは、事項書６番の協議事項に入らせていただきたいと存じます。  

まず、協議事項第（１）の消防本部の現況について、①から③までございま

すが、①消防本部の組織については中森消防総務課長から②火災の状況につい

ては奥予防課長から③救急の状況については吉川消防救急課長からご説明をい

ただきまして、皆様方からのご質問をその後頂戴いたしたく存じます。 

それでは①の消防本部の組織につきまして中森消防総務課長、よろしくお願

いします。 

 

  【資料４に基づき、中森課長説明】 

 

（委員長）  

 ありがとうございました。 

続きまして、②の火災の状況につきまして奥予防課長お願いします。 

 

【資料５に基づき、奥課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、③の救急の状況につきまして吉川消防救急課長お願いします。 
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【資料６に基づき、吉川課長説明】 

 

（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きまして、①

②③においてそれぞれの担当課長からご説明をいただきました。ただいまから

委員の皆様方からご意見、ご質問を頂戴したいと存じます。ご意見ご質問の方

は挙手をされまして、ご発言をいただきたいと存じます。如何でございましょ

うか。  

 

（奥委員） 

 副市長にお尋ねいたします。 

 現在救急搬送の病院として市民病院、岡波病院、そして名張市立病院となっ

ていますが、伊賀市内に２４時間対応の救急病院の計画があると伺いましたが

進捗状況は、また市としてのお考えはどうでしょうか。 

 

（大森副市長） 

 救急体制におきましては伊賀市と名張市でそれぞれ３病院が輪番制で行なわ

れておりますし、今後も継続されていきます。 

 医師の確保の上で今の体制を存続させ、医療資源の有効活用として望ましい

と思っております。 

 

（山本委員） 

 救急搬送のなかでドクターヘリの搬送は何件ありますか。 

 

（吉川課長） 

平成 28年中の搬送件数は 54件です。平成 29年は６月 30日までの搬送件数は

16件です。 

 

（山本委員） 

 救急車のお世話になった方が、落ち着いた態度で適切な処置を、またやさし

い言葉がけで本当に救われました。命を守っていただいていると感じました。

これからも、力を尽くしていただきたい。と言っておりました。 

 

（副委員長） 

 火災・救急出動１件当たりの人件費を含めた費用はどれくらいですか。 
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（久保消防長） 

 過去のデータになりますが、10年前に消防救急課で算定しました。１出動あ

たり 54,300円でした。人件費の変化、車両の減価償却を考慮しますと、更に高

額になると思われます。後日、最新のデータを報告させていただきます。 

 

（委員長） 

堀川委員の質問の回答は、後日お願いいたします。 

 

（松岡委員） 

救急活動に関しまして、現場処置、病院到着までの時間はどれくらいですか。 

市民の方から早く搬送してほしいとの声をよく耳にします。病院連絡に時間

を要すると理解を求めますが、まだまだ難しい状況です。 

 

（吉川課長） 

 平成 28年中ですが、現場到着までの平均時間は 9.7分、病院到着までの平均

時間は 46分です。現在、現場滞在時間を 15分以内と目標を定め、時間短縮に

努めております。 

 

（森川委員） 

救急搬送の項目の「その他」件数がたくさんありますが、どのようなもので

すか。適正な搬送以外のものですか。 

 

（吉川課長） 

 「その他」件数は病院間の搬送となる、転院搬送が主な件数でございます。

平成 28年中は 524件中 520件が病院間搬送の件数でございます。 

 

（委員長） 

続きまして、協議事項（２）消防本部組織の検討につきまして、中森消防総

務課長ご説明を願います。 

 

【資料７に基づき、中森課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。中森消防総務課長の説明がありましたが、この件

に関しまして委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴したいと存じます。 
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（市川委員） 

 数年前に国、県から消防広域化の第一歩として伊賀市と名張市が合併し機構

改革の話がありましたが、その後どうなりましたか。伊賀市単独で組織の見直

しを行なうようですが、全国的な流れや県の流れのなかで大丈夫ですか。 

 

（中森課長） 

 広域化につきまして、平成 18年 6月に総務省消防庁から広域化を推進するた

め消防組織法の一部改正が行なわれました。同年 7月に「市町村の消防の広域

に関する基本指針」が定められ、平成 20年 3月に三重県においても「三重県消

防広域化推進計画」が取りまとめられました。平成 24年度までに三重県を 8ブ

ロックとする内容です。平成 20年度に伊賀市と名張市で「伊賀ブロック広域消

防運営計画策定委員会」が設置され、平成 25年 4月 1日の広域化を目標に協議

することとなりました。協議を重ねた結果、庶務・財務・給与・人事等の各シ

ステムの構築費用や、組合事務を担当する職員の配置が必要となるなど、広域

化のメリットである経費の削減とはなりませんでした。諸問題により平成 25年

4月 1日の広域化は断念いたし、今後は時期や期限を設けず将来的な統合可否を

含めて協議を継続することとなりました。 

 平成 25年 4月に総務省消防庁から基本指針の改正がありました。地域実状を

重視して広域化の期限を平成 30年 4月 1日としたことから、中断しておりまし

た名張市との交渉を再開しました。しかし平成 27年に広域化の事務局でありま

す伊賀市・名張市広域行政事務組合に協議するよう依頼を行ないましたが、名

張市から返答をいただいていないのが現状でございます。現在は名張市の意向

や国及び県下の状況等を見極めているところです。 

 

（委員長） 

 引き続きまして、協議事項（３）の消防団の現況につきまして、吉川消防救

急課長お願いいたします。 

 

【資料８に基づき、吉川課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。協議事項（３）について吉川消防救急課長からの

説明でございました。この件に関しまして委員の皆様からご意見、ご質問を頂

戴したいと存じます。 

 

（森脇委員） 
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 消防団員を地域の中で募ることが難しくなってきている現状がございます。

また、支援団員を増やす取組を行ないましたが、同様に難しい現状でした。そ

こで、老人会の中で支援団員をと考えております。伊賀市の中で支援団員の中

心的な年齢と最高年齢はどれくらいですか。 

昼間は火災が発生しますと、勤務されている方が多く人が少ない。そのよう

な状況のなか、軽量で有効的なスタンドパイプ等の消火活動器具を活用されて

いる地域があれば教えてください。 

自主防災訓練に参加した際に、消防団員の方と地域の方が顔を合わせて訓練

を行なうことがとても良かった。参加者からも同様の声がありました。今後も

よろしくお願いします。 

 

（吉川課長） 

伊賀市の消防団員の年齢につきまして、上限は定めておりません。男女を問

わず消防団活動ができる方であれば問題ございません。 

最高年齢の資料がございませんが、団塊世代の方が地域に戻られ協力いただ

ける現状から、支援団員の数が増えております。団員の確保は難しい状況にあ

ります。 

スタンドパイプにつきましては、消火栓付近に設置されている格納箱に収納

して、自主防災組織と消防団が初期消火訓練等で使用されている地域がありま

す。 

 

（森脇委員） 

 格納箱とありましたが、盗難防止にために施錠をすれば有事の際に使用でき

ませんので、なにか良い手立てはございませんか。 

 

（吉川課長） 

 過去に盗難の被害にあわれ、警察に届けを提出された地域もありますが、自

主防災組織活性化促進事業としまして、警報ブザーの取り付けと注意喚起をさ

せていただきました。毎年、電池やブザーの状態を点検していただき、管理を

お願いしております。 

 

（森川委員） 

 自治会長や消防関係者の努力により、女性消防団員が１８名となっておりま

す。今後も増えていくようによろしくお願いします。 

 

（上林委員） 
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 消火栓訓練の際に水を出すと濁りが発生すると以前から言われていますが、

どのようになっておりますか。 

 

（吉川課長） 

 消火栓を開きますと、水道管内で急に水が動きますから赤水が発生します。

消防では消火栓に見立てた訓練用のものを準備しております。ホースの結合や

伝令などの取扱い訓練と、消防団に協力をいただき池や河川での放水訓練をお

願いします。 

 

（市川委員） 

 私が在職した５年前に見直しを行ないました。５年毎に消防団の内部で検討

を行なわれていると聞いております。地域によっては団員確保が難しい状況で

あるとも聞いております。現況を伺いたい。 

 

（奥委員） 

 この後説明のある、伊賀市消防団活性化計画のなかでご検討ください。 

 

（委員長） 

 続いて、協議事項（４）消防団活性化計画の概要（案）について、吉川消防

救急課長お願いします。 

 

【資料９に基づき、吉川課長説明】 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。吉川消防救急課長の説明がありましたが、この件

に関しまして委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴したいと存じます。 

 

（上林委員） 

 消防ポンプ庫を消防の方で建てると当時の区長から聞いていますが、実現し

ていません。現在は区所有の建物に消防ポンプや積載車両を収納しています。

この件で使用料は発生しますか。また、土地も準備できていますがどのように

なっていますか。 

 

（吉川課長） 

 毎年予算要求を行なっております。しかし、平成２５年の消防団統廃合の計

画通りに進んでおりません。財政当局にお願いしながら、予算計上を行なって
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いきます。 

 

（上林委員） 

 早期の実現と返答をいただきたいと思います。 

 もうひとつ関連することで、消防ホース乾燥設備に設置してあるサイレン装

置の所有は消防ですか、地区ですか。現在故障中で修理費用の関係があります。 

 

（吉川課長） 

 サイレンにつきまして、消防団員の召集等に使用はしていない現状です。現

在、地区住民の方の注意喚起等のための使用となっておりますので、地区での

対応をお願いします。 

 

（森脇委員） 

 平成 30年 4月 1日から運用予定となっており、平成 29年 10月から住民自治

協議会や自治会へ説明となっていますが、青山地区へはいつ頃、どこから説明

に来られますか。 

 

（吉川課長） 

 各支所管内の住民自治協議会等代表者の連絡会で行なっております。青山地

区にあっては先日終了し、各住民自治協議会会長に伝達をしました。それぞれ

の地域の消防団員に説明もお願いさせていただきました。 

 

（委員長） 

ご質問がないようですので、協議事項（１）から（４）までを終了させてい

ただきます。 

事項書７番、その他の項に入らせていただきます。ご意見、ご要望などござ

いませんか。 

 

（松岡委員） 

 庁舎に伴う取り付け道路がなかなか完成しませんので、大型車両の迂回を行

なっている状況と聞いています。進捗状況はどのようになっておりますか。 

 

（久保消防長） 

 当初の計画では庁舎完成と同時に開通となっていましたが、国からの補助金

が減少し計画通り進むと３年後に完成予定となります。早期の完成を要望して

おります。 
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 出動に関しましても西明寺地区と協議しまして、災害出動の際は通行可能と

なっております。 

 

（大森副市長） 

 庁舎完成時に建設部へ早期の完成を要請しました。社会資本整備総合交付金

の優先順位を上位として行なっております。庁舎完成から１～２年を目標に完

成できるように努力いたします。 

 

（山本委員） 

 伊賀市内にドクターヘリの離着陸場はどれだけありますか。また、ドクター

ヘリの要請基準はありますか。 

 

（吉川課長） 

 ドクターヘリは緊急運行となりますので、航空法では道路等すべての場所に

離着陸が可能です。事前に救急隊と接触することが可能なランデブーポイント

は市内にあります。手元に資料がございませんので、後日報告させていただき

ます。 

 ドクターヘリの要請基準のガイドラインがありますので、それに則って要請

をおこなっております。 

 

（奥委員） 

 大山田住民自治協議会連絡会長からお礼を申し上げます。 

 先日、病院で行方不明となった大山田地区の方を大山田消防団はもとより 

四十九町地区消防団の広域的な協力を得て、発見に至りました。誠にありがと

うございました。 

 

（事務局） 

 後日あらためて文書でご案内させていただきますが、伊賀市消防出初式を平

成 30年１月７日（日）午前９：００からゆめドームうえので開催いたしますの

で連絡させていただきます。 

 

（奥団長） 

 本日は、消防団活性化計画をご承認いただき、ありがとうございました。今

後も消防団一丸となって頑張っていく所存でございます。ご支援ご協力ご指導

よろしくお願いいたします。 

 来年度にむけて、資機材の更新配備に皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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（委員長） 

それでは、ご意見がございませんようですので、約 1時間 15分に渡りまして

皆様の熱心なご協議をいただきまして誠にありがとうございました。これから

も消防活動が円滑にまわりますよう、皆様方のご協力ご支援をお願いを申し上

げまして、平成 29年度第１回の消防委員会を閉会とさせていただきます。あり

がとうございました。 

 


