
第２号様式（第６－１）

会 議 開 催 結 果

１ 会議の名称 令和元年度第１回富津市消防委員会

２ 開催日時
令和元年５月 20 日

16 時 00 分～16 時 20 分

３ 開催場所 富津市消防防災センター会議室１・２

４ 審議等事項

議題

委員長、副委員長の互選について

報告事項

消火栓用ホース及び格納箱撤去について

５ 出席者名

(市議会議員)平野英男、山田重雄、三木千明

(学識経験者)神子義春、髙橋勉、三富薫

(消防関係者)石井輝之、澤田正弘、濵﨑正

岩﨑消防長、角田消防総務課長、宇山予防課長

牧野消防署長、松本消防分署長、庄司消防総務

課長補佐、篠原予防課長補佐、加藤主査（書記）

６ 公開又は非公開の別 （公開） ・ 一部非公開 ・ 非公開

７ 非公開の理由

８ 傍聴人数 ０人(定員５人)

９ 所管課
消防本部 消防総務課 総務係

電話 0439（88）6402

10 会議録 別紙のとおり
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消 防 委 員 会 会 議 録

発言者 発 言 内 容

庄司課長補佐

＜開会＞

定刻となりましたので、消防委員会を始めさせていただ

きます。

司会進行をいたします消防総務課の庄司です。よろしく

お願いいたします。

本日は委員の皆様におかれましては、何かとお忙しいと

ころ御出席をいただき誠にありがとうございます。

初めに資料の確認をさせていただきます。

〈資料確認〉

それでは、只今から令和元年度、第１回富津市消防委員

会を開会いたします。

議会選出を除く委員の皆様は、平成 31 年 4 月 1 日から 2

年間、市長から委員を委嘱されました。

再任の方もいらっしゃいますが、今年度、初めての委員

会となりますので改めまして委員の皆様を御紹介させて

いただきます。

初めに議会選出の委員でございますが、

平野委員でございます。

山田委員でございます。

三木委員でございます。

次に学識経験者の委員でございますが、

神子委員でございます。

髙橋委員でございます。
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岩﨑消防長

そして、今回新たに委員になられた三富委員でございま

す。

次に消防関係者の委員でございますが、

団長の石井委員でございます。

副団長の澤田委員でございます。

副団長の濵﨑委員でございます。

次は職員の紹介ですが、職員につきましては自己紹介と

させていただきます。

（岩﨑消防長以下、出席職員の自己紹介）

議事に先立ちまして、消防長から御挨拶を申し上げま

す。

消防委員会に当たり一言、御挨拶をさせていただきま

す。

委員の皆様には公私とも御多忙のところ、消防委員会に

御出席いただきまして誠にありがとうございます。

本日の委員会では 2 年前から皆様に御検討いただいた消

火栓用ホース及び格納箱撤去について進捗状況の御報告

をさせていただきます。

消火栓用ホース格納箱は、消防における長年の懸案事項

でありましたが、皆様の御意見を基に解消される目途がつ

きましたことに改めて深く感謝申し上げます。

また、委員会協議会では、消防広域化に関する新たな情

報についても御報告させていただきます。

今後とも消防行政の強化発展に向けて更なる御支援御

助言いただきますようお願い申し上げますとともに、委員
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庄司課長補佐

平野委員長

皆様の御健勝と御活躍を御祈念いたしまして整いません

が、挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。

これより議事に入りますが、会議録作成のため録音をい

たしますので、御承知おきください。

それでは、富津市消防委員会条例第 6 条第 1 項の規定に

より「委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長とな

る」とありますので、現委員長の平野委員長に議長をお願

いいたします。

それでは早速、進めさせていただきます。

本日の委員会の会議につきましては、富津市消防委員会

条例第 6 条第 2 項の規定により委員定数の半数以上が出席

されておりますので、会議が成立いたします。

最後まで円滑な議事進行ができますよう御協力をお願

いいたします。

本委員会は富津市情報公開条例第 23 条第 4 項の規定に

より会議録の作成が義務付けられておりますことから、会

議録署名人を 2 名指名させていただきます。

お手元に配布してございます消防委員会名簿順に指名

しておりますので、今回は澤田委員と濵﨑委員を指名いた

します。

よろしくお願いいたします。

それでは議事に入ります。

本日の議題は 1 件であります。

委員長・副委員長の互選についてを議題といたします。

事務局に説明を求めます。
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庄司課長補佐

平野委員長

庄司課長補佐

平野委員長

神子委員

平野委員長

神子委員

平野委員長

各委員

はい、委員長

庄司課長補佐

委員長副委員長の互選について御説明いたします。

富津市消防委員会条例第 5 条第 1 項では委員長、副委員

長は「委員の互選により定める。」規約となっております。

消防委員の任期は 2 年でありますが、議会選出委員と学

識経験者及び消防関係者選出委員の委嘱の時期が 1 年異な

り、議会選出委員 3 名は昨年度の委嘱、学識経験者及び消

防関係者選出委員 6 名は本年度の委嘱となり、委員が毎年

任期満了となることから年度初回の委員会にて委員長、副

委員長を選任しております。

なお、互選方法に特別決まりはございません。

事務局からは以上です。

事務局の説明は終了いたしました。

初めに委員長選任ですが、皆様如何いたしましょうか。

はい、委員長

神子委員

指名推薦では如何でしょうか。

只今、神子委員から指名推薦の声がありましたが如何で

しょうか。

〈異議なしの声あり〉
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平野委員長

神子委員

平野委員長

神子委員

平野委員長

各委員

平野委員長

髙橋委員

平野委員長

髙橋委員

平野委員長

それでは異議なしと認め、推薦を皆様からお願いしたい

と思います。

はい、委員長

神子委員

委員長に平野委員を推薦します。

只今、神子委員から引き続き私を委員長にという声があ

りましたけれども、皆様のお考えは如何でしょうか。

〈異議なしの声あり〉

異議なしというお言葉をいただきました。

引き続き委員長職を務めさせていただきますので、よろ

しくお願いします。

議会委員の任期につきましては残り 1 年となりますが、

これまでどおり精一杯頑張りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

引き続き、会議を進めさせていただきます。

次に副委員長の互選を行います。

皆様、選任方法について、御提案はございますか。

はい、委員長

髙橋委員

指名推薦は如何でしょうか。

只今、髙橋委員から指名推薦の声がありましたが、皆様
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各委員

平野委員長

髙橋委員

平野委員長

髙橋委員

平野委員長

各委員

平野委員長

神子委員

平野委員長

如何でしょうか。

〈異議なしの声あり〉

それでは、推薦をお願いします。

はい、委員長

髙橋委員

神子委員を推薦いたします。

髙橋委員から副委員長に神子委員という声がありまし

たけれど、皆様如何でしょうか。

〈異議なしの声あり〉

では、異議なしということで神子委員に副委員長をお願

いしたいと思います。

神子委員には副委員長としての挨拶をお願いしたいと

思います。

皆様から推薦をいただき、副委員長に就かせていただく

ことになりました。

これから皆様の御協力をいただきながら、平野委員長と

ともに市民の安全安心のため、より一層頑張っていく所存

でございます。

簡単ではありますけども、挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。
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角田課長

平野委員長

角田課長

以上で、議事を終了いたします。

次に報告事項に移ります。

「消火栓用ホース及び格納箱撤去について」事務局に説

明を求めます。

はい、委員長

角田課長

それでは、報告事項の消火栓用ホース及び格納箱撤去に

ついてを御説明いたします。

資料の消火栓用ホース格納箱の撤去と代替消化資機材

の交付についてを御覧ください。

今年度、消火栓用ホース格納箱の撤去費用と代替資機材

の交付費用が予算化されております。

まず、撤去の方針ですが、市が設置した格納箱は全て撤

去し、宅地開発により業者が設置した格納箱については関

係者と協議し、承諾が得られれば撤去します。

次にこれまでの事前広報ですが、撤去に関する市民への

周知として、①を 4 月の広報ふっつで、②を 4 月の区長回

覧にて、お知らせしました。

また、現在、作業中ですが、格納箱に③の使用禁止の張

り紙を順次、掲示しております。

なお、張り紙をする時に私有地の庭先や駐車場に設置し

てある格納箱については、地権者やその関係者に撤去につ

いての説明をしておりますが、不在時には④の説明文を郵

便受け等に入れることとしています。

次に交付予定の資機材ですが、昨年度予算要求前に設立

されている全 63 自主防災組織に対し、記載のＡＢＣセッ
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平野委員長

各委員

平野委員長

庄司課長補佐

平野委員長

トのどれが必要か又は資機材は必要ないかの要望調査を

実施した結果、記載のとおり 49 組織から交付の要望があ

りました。

裏面をお願いします。

今後のスケジュールですが、代替資機材の交付につきま

しては、要望のあった 49 組織に再度調査を実施し、交付

資機材を決定いたします。

また、自主防災組織、未設置の区に対しては、設立をお

願いする文書を発送する予定です。

資機材の購入は県の補助金を活用することから交付決

定後の契約となります。

交付決定が 6 月中の予定とのことですので、その後、契

約し、10 月には交付したいと考えております。

なお、交付に際し、取扱訓練を行っていただく予定です。

格納箱の撤去については、関係者との協議を済ませでき

るだけ早期に契約し、9 月末までには撤去を完了する予定

です。

説明は以上です。

事務局の説明が終わりました。

委員の皆様から御質問、御意見はございますか。

〈特になしの声あり〉

それでは御意見御質問もないようですので、次のその他

に移りたいと思いますが、事務局は何かありますか。

事務局からは、特にありません。

以上をもちまして、会議を終了させていただきます。
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庄司課長補佐

委員の皆様には円滑な議事進行に御協力いただき、あり

がとうございました。

進行を事務局にお返しします。

ありがとうございました。

以上をもちまして、消防委員会を閉会いたします。

（閉会）


