
第２号様式（第６－１）

会 議 開 催 結 果

１ 会議の名称 平成２６年度第１回富津市消防委員会 

２ 開催日時 
平成２６年５月３０日 

１６時００分～１６時４０分 

３ 開催場所 富津市消防防災センター１階大会議室 

４ 審議等事項 (1) 消防委員長・副委員長の互選について 

５ 出席者名 

(市議会議員)永井庄一郎、佐久間勇、渡辺務 

(学識経験者)藤野一夫、萩野茂、大草三貴雄 

(消防関係者)石井輝之、澤田正弘、溝口好孝 

髙橋消防長、中山総務課長、在原予防課長、 

三富消防署長、岩﨑主幹、牧野総務課長補佐、

宮崎副署長、小柴副署長、五月女副署長、高島

分署長、黒川副分署長、鈴木副分署長、石野副

主任 

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 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 

牧野課長補佐 

＜開会＞ 

本日は、委員の皆さまにおかれましては、何かとお忙し

いところ、御出席をいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

司会進行をいたします総務課の牧野です。 

よろしくお願いいたします。 

会議に入ります前に、資料の確認をさせて頂きます。 

（確認） 

以上でございますが、不足資料はございませんでしょう

か。 

それでは、ただ今より平成２６年度第１回富津市消防委

員会を開会させて頂きます。 

なお、議員選出委員につきましては、先の市議会臨時議

会におきまして選出いただき平成２６年５月１５日より

２年間、委員をお願いすることとなりました。 

改めまして委員の皆さまを紹介させて頂きます。 

はじめに、永井委員です。続きまして、佐久間委員です。

続きまして、渡辺委員です。以上３名でございます。 

次に、学識経験者委員を御紹介いたします。 

藤野委員です。萩野委員です。大草委員です。 

次に、消防関係者として消防団から３名を選出しており

ます。 

団長の石井委員です。副団長の、澤田委員です。なお、

溝口委員におかれましては、仕事の都合で少し遅れて出席

するとの連絡が入っておりますので、この場で報告致しま

す。 

ありがとうございました。 
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髙橋消防長 

職員につきましては自己紹介とさせて頂きます。 

＜自己紹介＞ 

それでは、次第により進めてまいりますが、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の出席により会議

が成立するとされており、本日、溝口委員は少し遅れて出

席しますので、全委員が出席されます。そのため会議が成

立することを御報告いたします。 

また、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、事務局より会議録署名人を指名したいと存じます。

２名を指名することとしておりますので、今回は、石井

委員、澤田委員にお願いしたいと存じます。 

よろしくお願い致します。 

議事に先立ちまして、髙橋消防長より御挨拶を申し上げ

ます。 

消防委員会開催にあたり、一言御挨拶申し上げます。 

消防委員の皆さまには、公私ともお忙しいところ消防委

員会に御出席をいただき大変ありがとうございます。 

平素、消防行政に、御支援、御協力をいただき重ねて御

礼申し上げます。 

消防防災センターの業務開始並びに、ちば消防共同指令

センターの運用開始から１年が過ぎました。大きな問題も

なく業務を遂行しているところでございます。 

平成２５年度は、台風による被害や大雪による被害がご

ざいましたが幸いに、他市と比べ被害件数は少なくすみま

した。 

災害の最前線で活動する機関として、常に災害対応を念

頭に置き、準備を怠ることのないよう心がけ、消防団はも
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牧野課長補佐 

全員 

牧野課長補佐 

藤野委員 

中山総務課長 

とより自主防災組織等との連携も深め対応してまいりた

いと考えております。本日は、消防委員会のあとに消防委

員会協議会を開催させていただき、各種報告をさせていた

だきます。 

非常に厳しい財政状況の中の事業運営となりますが、職

員一人ひとりが市民の安全・安心な生活を確保するため知

恵を絞って業務を遂行してまいります。 

委員の皆さまには、消防行政の強化発展に向けて御支

援・御助言を頂けるようお願いするとともに、この委員会

が富津市消防行政にとって、有意義な委員会になりますよ

うお願いし、簡単ではございますが挨拶といたします。よ

ろしくお願い致します。 

次に、議題に入るわけですが、先ほど申しましたとおり

議員選出の委員が新たに選出されたことにより、委員長が

任期満了となり、現在は空席となっておりますので、委員

長が決まりますまで、藤野副委員長に臨時議長をお願い

し、進めてまいりたいと存じますがよろしいでしょうか。

＜異議なし＞ 

それでは、臨時議長をよろしくお願い致します。 

ただいま、事務局から指名がありましたので、臨時議長

を務めさせて頂きます。 

円滑な議事進行ができますよう御協力をお願い致しま

す。 

これより、議事にはいります。 

それでは、(1)「消防委員長・副委員長の互選について」

を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

それでは、「委員長、副委員長の互選について」説明さ

せて頂きます。 

富津市消防委員会条例第５条第１項で「委員会に委員長
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藤野委員 

大草委員 

藤野委員 

全員 

藤野委員 

全員 

藤野委員 

牧野課長補佐 

全員 

藤野委員 

永井委員 

及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。」

とありますので、委員長の互選をお願いしたいと思いま

す。 

互選方法に特別決まりはありませんが、過去の経緯を申

し上げますと、委員長は議会選出の委員の中から、副委員

長はその他の委員の中から、それぞれ指名推薦にて選出し

ておりました。 

只今、事務局から説明がありましたが、いかがいたしま

しょうか。 

市議会議員の委員の中から選出したらどうかと思いま

すので、お取り計らいをお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

それでは、ご異議もないようですので、市議会議員の委

員の中から委員長の選出をお願いいたします。 

選出されるまでの間、別室で協議させて頂きたいと思い

ますので暫時休憩として良いでしょうか。 

＜異議なし＞ 

＜暫時休憩・溝口委員到着＞ 

それでは、会議を再開いたします。 

只今、協議した結果、永井委員、佐久間委員、共に消防

委員長を強い意志で立候補しておりますので、無記名での

選挙とさせて頂きます。 

準備をお願いします。 

それでは、投票箱の中身が空であることの、確認をお願

いします。 

＜委員 投票箱の中身を確認＞ 

永井委員、佐久間委員共にお気持ちを発言したいとのこ

とでしたので、投票前に一言ずつ発言して頂きたいと思い

ます。 
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藤野委員 

佐久間委員 

藤野副委員長 

牧野課長補佐 

中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

８年間消防委員でお世話になっており、だいたい動き等

も分かっていますので、自分の考えとしては富津市の消防

行政の発展と市民の安心安全に尽くし、委員並びに職員の

協力を持った中で取り組んでいきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願い致します。 

ありがとうございました。続いて佐久間委員お願い致し

ます。 

今までにない流れになり議長には大変ご迷惑をお掛け

しますが、気心しれた間柄ですので特にということはござ

いません、私も消防経験が長い中で消防委員として更に連

続してやらしてもらっている中で、富津市の消防をどうし

ていきたいかというところで、職員団員、もちろん同じ気

持ちですが、災害がどこにあっても同じ対応をしていかな

ければいけない、最善を尽くしていかなければいけない中

で、人員も減ってきており、色々強化していかなければな

らない、安全安心を売っていかなければいけない中で、更

にどう取り組んでいくかを若いなりにも考えていきたい、

また、そういう消防力であってもらいたいと思いますの

で、今回委員長に立候補させて頂きました。よろしくお願

いします。 

ありがとうございました。それでは、投票に入りたいと

思います。 

それでは、投票箱を委員の席の真ん中に設置しますの

で、こちらの記入場所で一人ずつ記入して頂き、投票箱に

入れて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

それでは、始めに永井委員お願いします。 

＜永井委員 投票＞ 

続きまして、佐久間委員お願いします。 

＜佐久間委員 投票＞ 

渡辺委員お願いします。 
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中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

中山総務課長 

藤野委員 

藤野委員 

全員 

藤野委員 

牧野課長補佐 

永井委員長 

牧野課長補佐 

＜渡辺委員 投票＞ 

藤野委員お願いします。 

＜藤野委員 投票＞ 

萩野委員お願いします。 

＜萩野委員 投票＞ 

大草委員お願いします。 

＜大草委員 投票＞ 

石井委員お願いします。 

＜石井委員 投票＞ 

澤田委員お願いします。 

＜澤田委員 投票＞ 

溝口委員お願いします。 

＜溝口委員 投票＞ 

以上、９名の方の投票が終了しました。 

早速、開票に入りたいと思います。立会人を渡辺委員、

大草委員、石井委員、よろしくお願いします。 

＜事務局 立会人のもと開票＞ 

それでは、投票の結果が出ましたので発表します。永井

委員７票、佐久間委員２票ということで、委員長は永井委

員に決定致します。よろしいでしょうか。 

＜異議なし＞ 

委員長が決まりましたので、議長の職を解かせて頂きま

す。ご協力ありがとうございました。 

ありがとうございました。 

それでは、永井委員長さんは、委員長席へお移り下さり、

御挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

ただいま、消防委員の皆さまから一任頂き、ありがとう

ございます。２年間精一杯委員の皆様、消防執行部の皆様

に協力を得た中で、市内の安全安心に努めてまいる所存で
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永井委員長 

萩野委員 

全員 

永井委員長 

全員 

永井委員長 

全員 

永井委員長 

牧野課長補佐 

藤野副委員長 

永井委員長 

永井委員長 

牧野課長補佐 

永井委員長 

ありますので、今後とも御支援、御協力をよろしくお願い

致します。簡単ではございますが挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。 

それでは、委員長に議長をお願い致します。 

それでは、引き続き会議を進めてさせて頂きます。 

次に、副委員長の互選を行いたいと思います。 

選任方法について、提案はありますか。 

副委員長選出については、指名推薦でいかがでしょう

か。 

＜異議なし＞ 

委員長の方から指名推薦させて頂いていかがでしょう

か。 

＜異議なし＞ 

今まで長期にわたり、副委員長をやっていただいた藤野

委員に引き続き副委員長をお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

異議が無いということで、藤野委員に副委員長をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

それでは、藤野委員におかれましては副委員長として御

挨拶をお願い致します。 

力はありませんが、消防行政のために一生懸命尽くさせ

て頂きます、どうぞよろしくお願いします。 

以上で本日の議事を終了いたしますが、他に何かござい

ますか。 

＜他に特になし＞ 

事務局、他に何かありますか。 

特にございません。 

無いようでありますので、終わりに致します。 
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牧野課長補佐 委員の皆様には、円滑な議事進行にご協力頂きありがと

うございました。 

進行を事務局に返します。 

ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、平成２６年度第１回消防

委員会を閉会いたします。 

また、一旦休憩をはさみ１６時４５分から引き続き協議

会を開催したいと存じますので、よろしくお願い致しま

す。協議会には、説明員として消防署の各係長も出席いた

しますので、ご了承下さい。

＜閉会＞ 


