
会 議 報 告 書  

 

会議名 平成２９年度 第２回消防委員会 

 

１ 会議 消防本部２階会議室 

日 時 平成３０年３月９日（金） 

 １５時００分から１６時１５分まで 

場 所 消防本部２階会議室 

出席者 

 消防委員 ９人 

委員長 大森 正行 委員 乗竹 智之 

副委員長 佐久間 貢 委員 浅井 佳宏 

委員 濱中 康雄 委員 三好 茂子 

委員 栗原 健壽 委員 内藤 恵子 

委員 川原 繁   

     

    消防本部 １１人 

消防長 古川 和行 予防課副参事 三橋 達也 

消防次長 末吉 幸夫 指揮統制班副参事 鳥飼 信也 

予防課長 鴇田 和三 総務課副参事 小籏 廣秋 

中央消防署長 石井  智 総務課副課長 原 隆雄 

長浦消防署長 新藤 和己 庶務班副課長 遠藤 照行 

平川消防署長 堀越 眞治   

 

傍聴者 １名  

  

１ 開  会   事務局 総務課 原副課長 

 

２ あいさつ   大森消防委員長 

         古川消防長 

          

３ 議  題 

  袖ケ浦市消防委員会条例第６条の規定により、大森委員長が議長として議事を進行した。 

（１）平成３０年度消防費当初予算の概要について〔資料１ページ〕 

   ・概要説明 末吉消防次長の説明により了承された。 

 〔意見・質疑〕 

  意見・質疑等なし 

 

（２）平成３０年度主要事業について〔資料２～１３ページ〕 

   所管する各課署の長により事業の概要説明を行い、質疑後了承された。 

   ・職員研修事業       末吉消防次長 

   ・無線県域及び共同指令センター運営事業 末吉消防次長 

   ・消防団活動運営事業    末吉消防次長 

   ・非常備消防用車両購入事業 末吉消防次長 
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   ・消防用車両購入事業    末吉消防次長 

   ・消防水利整備管理事業   末吉消防次長 

   ・消防団詰所建設事業    末吉消防次長 

   ・統合消防庁舎建設事業   末吉消防次長 

   ・防火調査指導事業     鴇田予防課長 

   ・危険物規制事業      鴇田予防課長 

   ・消防署警防活動運営事業  石井中央消防署長 

 〔意見・質疑〕 

 副委員長Ｑ：消防団詰所建設事業の９分団詰所解体撤去費だが、１９分団詰所の解体費２７０万円と 

比較すると随分差がある。 

 末吉次長Ａ：解体する詰所、ホース乾燥塔及び舗装等を踏まえ、市役所建築住宅課が積算している。 

１９分団詰所も入札の結果であり、９分団詰所についても入札により予算額より下がる 

ことが予測される。 

 栗原委員Ｑ：消防用車両購入事業だが、先だって、古い救急車が広報そでがうら（市広報誌）で２０ 

か３０万円で売り出される旨、掲載されていた。このような形で処分するのははじめて 

か。 

 末吉次長Ａ：消防車両の処分については、いったん市役所管財契約課が管理する普通財産へ所管替え

をする必要がある。普通財産となった後に売買するが、過去にネットオークションを活

用し３回ほど消防車両を処分した。救急車の売却ははじめて。ネットオークションだと

全国的なものとなるが、救急車という性格上、有効に市内で活用してほしいことも考慮

し、今回は市内を優先とした入札方式をとることにしたと聞いている。 

 栗原委員Ｑ：救急車は傷病者あるいはお亡くなりになった方も時に搬送することもあると思う。消防

車両と比較し、デリケートな車両であることから、入札して売れるあてがあるのか。 

  消防長Ａ：以前、市内の病院に古い救急車を寄贈したことがあるが、売却できれば市の財源となる 

との考えから、数年前からネットオークションを活用し始めた。 

今回は入札方式をとることになったが、現時点では応募状況を見ながらということにな 

る。 

委員長Ｏ：昔は、更新した車両を先進国に提供するような話もあったが、今は、少しでも市の財源 

になればという方針。 

浅井委員Ｑ：職員研修事業で、指導救命士の養成をするとのことだが、１回研修を受けたら指導救命 

士になるのか。 

末吉次長Ａ：研修期間は１か月強。君津市はすでに２名、３０年度は近隣市でいうと木更津市１名、

袖ケ浦市１名が養成する。他の救命士を指導する立場になる。 

川原委員Ｑ：非常備消防用車両購入事業だが、何年を目安に更新しているのか又、更新する車両につ

いて伺う。 

末吉次長Ａ：２０年を目安に更新しているが、財政状況により若干更新時期が延びているのが現状で

ある。従来は消火活動を主眼としていたが、東日本大震災等の活動状況を踏まえ、消火

活動のみならず、人命救助資機材等を積載した車両に順次更新していく。 

乗竹委員Ｑ：防火調査指導事業で住宅用火災警報器の設置について戸別訪問をしているとのことだが、 

設置率等について伺う。 

鴇田課長Ａ：毎年調査をしており、今年度６５％、昨年度も６５％であった。今後も設置率の向上に

つながるよう啓発に努めていく。 

 

（３）平成２９年火災等発生状況について〔資料１４～１６ページ〕 

   予防課長が資料に基づいて説明を行い、質疑後了承された。 
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   ・種類別火災発生状況 

   ・建物火災の概要 

   ・月別、種類別火災発生状況 

   ・原因別、種類別火災発生状況 

   ・火災件数の推移 

   ・火災原因の推移  

 〔意見・質疑〕 

意見・質疑等なし 

 

（４）平成２９年救急・救助・その他災害出動について〔資料１７～２２ページ〕 

指揮統制班副参事が資料に基づいて説明し了承された。 

・平成２９年救急出動件数及び搬送人員状況 

・各署別救急出動件数及び搬送人員 

・平成２９年救助出動件数及び活動件数状況 

・平成２９年その他災害出動件数 

・平成２９年隣接市町村等応援活動概要【応援・受援出動件数】 

 〔意見・質疑〕 

 栗原委員Ｑ：長浦駅前のスーパーのレジのところに「１１９番通報の適正利用」に関するポスターが

掲示されていた。新聞記事等で切り傷や打撲など軽度であるにも関わらず救急車を要請

することで、真に必要な方の搬送に支障を来すことが掲載されていた。本市でも同様な

事案があるから、そのような啓発ポスターを掲示しているということか。 

  消防長Ａ：現在、１１９番通報は、ちば消防共同指令センター（千葉市、２０消防本部共同運用）

にて、救急の知識のある管制員が一括で受けている。しかしながら、電話だけの応対で

は傷病者の状態を把握しきれないことから、救急車を出動させ、傷病者と接触し、観察

した後、救急車が不要と判断されるケースもある。 

共同指令センターの運用後、袖ケ浦市の救急隊が０隊となったとしても、近隣市と協力

し、相互に応援・受援をすることになっている。 

救急需要も多くなることが予想されることから、今後も継続して、１１９番通報の適正

利用について呼び掛けていく。 

 

（５）消防団小型動力ポンプ付積載車（救助資機材搭載型）について 

概要説明 末吉消防次長の説明により了承された。 

 [意見・質疑] 

 川原委員Ｑ：車両は標準型となるのか。 

 末吉次長Ａ：メーカーのベース車両に積載する資機材に応じて、艤装することになる。 

 

（６）消防団員の処遇改善（団員報酬）について 

概要説明 末吉消防次長の説明により了承された。 

 [意見・質疑] 

意見・質疑等なし 

 

（７）第８分団及び第９分団の統合に関する進捗状況について 

概要説明 末吉消防次長の説明により了承された。 

 [意見・質疑] 

 浅井委員Ｑ：第８分団と第９分団の統合により消防団員数が減るということか。 

 - 3 - 



 末吉次長Ａ：今までそれぞれの分団で活動していた団員が一緒になるので、団員数は変わらない。た

だし、統合により、分団長と副分団長の役職の者がそれぞれ１名となる。 

 

（８）その他 

   他に議題等なし 

 

４ 閉  会  事務局 総務課 原副課長 

 

 

【視 察】 

 日 時 平成３０年３月９日（金）  

１６時２０分から１７時１５分まで 

場 所 中央消防署（高規格救急車）、第１９分団詰所（新築） 

出席者  

消防委員 ９人 

委員長 大森 正行 委員 乗竹 智之 

副委員長 佐久間 貢 委員 浅井 佳宏 

委員 濱中 康雄 委員 三好 茂子 

委員 栗原 健壽 委員 内藤 恵子 

委員 川原 繁   

     

    消防本部 １０人 

消防長 古川 和行 平川消防署長 堀越 眞治 

消防次長 末吉 幸夫 指揮統制班副参事 鳥飼 信也 

予防課長 鴇田 和三 総務課副参事 小籏 廣秋 

中央消防署長 石井  智 総務課副課長 原 隆雄 

長浦消防署長 新藤 和己 庶務班副課長 遠藤 照行 

 

概 要 平成２９年度事業にて、中央消防署に配備した「高規格救急車」及び老朽化等により建

て替えた「第１９分団詰所」をそれぞれ視察した。 

                                           以 上 
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