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平成２７年度第４回土浦市消防本部署所再編検討委員会 

日時：平成２７年１２月１８日（金曜日） １５時００分～１６時２５分 

場所：土浦市役所２０１会議室  

 

【出席者】 

 出席委員 ：糸井川委員長・川島副委員長・田口委員・川又委員・斉藤委員・清水委員 

吉田委員・梅本委員・石川委員 

（欠席者：宇田川委員） 

事務局  ：小泉副市長・宇都野消防長・中川次長・塩ノ谷総務課長・中川課長補佐 

嶋田課長補佐・古仁所係長・徳村主幹 

消防科学総合センター 西形 渡辺 

傍聴人   １名 

 

平成２７年度第４回土浦市消防本部署所再編検討委員会次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告 

（１）第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会議事録について 

（２）第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会での主な意見回答について 

４ 議事 

（１）土浦市消防本部署所再編検討委員会提言書について（案） 

 （２）土浦市消防本部署所再編検討委員会からの提言内容に対する 

意見募集の実施ついて（案） 

 （３）その他 

５ その他 

６ 閉 会 

■配布資料 

資料１ 第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会議事録 

資料２ 第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会での主な意見回答について 

資料３ 土浦市消防本部署所再編検討委員会提言書について（案） 

資料４ 土浦市消防本部署所再編検討委員会調査報告書（案） 

資料５ 土浦市消防本部署所再編検討委員会からの提言内容に対する 

意見募集の実施ついて（案）  

１ 開会  

中川次長 
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２ 委員長あいさつ 

３ 報告 

（１）第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会議事録について 

（２）第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会での主な意見回答について 

   第３回土浦市消防本部署所再編検討委員会議事録について及び，第３回土浦市消防

本部署所再編検討委員会での主な意見回答について，事務局より報告（資料１，２） 

委員長： ただ今の説明についてご協議願いたいと思います。ご質疑，ご意見等ござい  

ますか。 

コストという事については，並木を存続させる場合は，建て替え等も含める

と１億１千万から１億６千万ぐらい，統合という形で別の場所に新設すると土

地の取得や除却なども含めると約３億を上回る様なコストがかかる事になりま

す。あと，消防団の活躍も念頭に入れ，ＡＥＤの積極的な使用する知識の普及，

有効な活用という事についての説明をしていただいたところでございます。 

委員： 先ほどのコストの説明の中で，並木出張所の建物の再建や除却は別として， 

ランニングコストで１億１千万程度の話がありましたが，これは土浦消防本部

全体の年間のランニングコストの中で，どのくらいですか。 

委員長： ランニングコストはそれほどでもない。５千万が建設費用，規模が大きくな  

ると１億ぐらいという事ですね。 

事務局： 総額１億５千万ぐらいという事で，ランニングコスト自体は，昨年の実績で  

１３２万円ぐらいです。電気代，水道代などです。 

委員長： 施設維持ということで，壁の塗り替えとかがあればコストが上がるかもしれ 

ませんが，建物がそのまま存続利用したときには百数十万ということですけども，

建て替え時期が来ているので，並木で存続させるには建て替えざるを得ない。 

委員： 分かりました。 

委員長： 別の場所に新設するには，土地の取得が４千万円と規模が大きくなると２億６

千万円の建築費用で，３億円ぐらいかかり，その他にランニングコストが，別途

かかるという様な事ですね。よろしいですね。 

他に意見が無いようなのでつぎの議題にまいりたいと思います。続きまして，

議事にございます（１）土浦市消防本部署所再編検討委員会提言書案について，

事務局より説明願います。 

４ 議事 

（１）土浦市消防本部署所再編検討委員会提言書について（案）（資料３） 

  土浦市消防本部署所再編検討委員会提言書案について事務局より説明 

委員長： 皆さんのご意見，ご質問等ございますか。 

      おそらくは誤植だと思うのを見つけたのですが，前日読んでみたのですが，報告 
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書の方の１１１ページの，表６・３・４と図６・３・４のタイトルの所ですが，   

５署所ではなくて４署所ではないでしょうか。それを直していただければと思いま

す。 

それからですね，はじめにから始まる資料の４ページの一番下の段，ア 新治消 

防署の廃止の検討の中で上から４，５行目の運用効果を算定すると４．５分以内２

１％という様な事が書いてありますが，新治中地区でという事をどこかに入れてお

かないと，いけないだろうと思います。 

その他ご意見，ご質問等ございますか。これまで３回にわたって御審議いただい

て事の内容を，完結に取りまとめていただいたという事で，理解していますので，

あまり事実と違ったことは書かれていないと思いますけれども，何かございますか。 

委員： 前にも話したのですが，財政を考えると財政負担は無い方がいい。少子化の事  

を考えると，５署体制に持っていくのがいいのかなと思います。その上で，消防力

という言葉を使っていますが，一般の人から見ると署所ばかりが消防力と思われて

います。消火栓，貯水槽，自衛消防も含めた消防団，そういうものを総合したもの

が消防力であって，勘違いするといけないので，この場合は署所の消防力という事

で検討しているので，パブリックコメントに掛ける場合でも，勘違いされて「これ

では足らないよ」「６署体制でなくてはまずいよ」という様な意見が出るのが十分

考えられると思うのですね。それから，委員長が言われた通り，あくまでも署所と

しての消防力という事を，念頭に置かないと，私たちでさえ５署で大丈夫なのかな

と思ってしまうので，もう一回検討していただきたい。 

先ほど，煙体験，初期消火の啓発の話がありましたが，煙体験の写真を見ますと，

ああいう立派なものがあるのですから，活用してより効率的なものができるのでは

ないかと思います。 

委員長： パブリックコメントを出していくにあたって，あるいは最後，市長への提案書と

言う中で，委員の意見をどういったところに反映したらよいか，具体的にはどうい

う事でしょうか。 

委員： 「消防力」の前に「署所としての」という事を入れてもらえれば，より間違わな

くて済むのかなと思いまうす。署所としての消防力というのは，８割前後かなと思

うのですね，あとの２割は，自衛消防，消防団，消火栓，道路行政，そういうもの

を加味したもので，１００％になるのかなと思います。 

委員長： 基本的なスタンスを示すのが「はじめに」のところなので，はじめにのところに，

「消防署所としての消防力」といれればいいのですね。 

委員： 消防力，これはあくまでも消防署所としての消防力ですよというのを，最初に謳

っていただければ，あとは間違わないと思います。 

委員長： ご意見を伺いまして，具体的にどういう風に記述するかは委員長一任にしていた
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だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

その他，何かございますか。３回御審議していただいたことを，間違わないよう  

に簡潔にまとめたという事だと思いますので，これで，ご了解いただければと思い

ます。ありがとうございます。 

それでは，３番目の議事に移させていただきます。（２）土浦市消防本部署所再  

編検討委員会からの提言内容に対する意見募集の実施ついてという事で，事務局か

ら説明をお願いします。 

 （２）土浦市消防本部署所再編検討委員会からの提言内容に 

対する意見募集の実施ついて（案） 

土浦市消防本部署所再編検討委員会からの提言内容に対する意見募集の実施つい

て（案）事務局から説明（資料５） 

委員長： ありがとうございました。一つ質問ですけれども，このパブリックコメントの

提言案を公開して意見の募集をやっていくときに，この報告書は参考資料として

付けるかどうかとそのところについてはどうでしょうか。 

事務局： 閲覧できるようにしたいと思います。 

委員長： 意見の内容はこの提言案に留まるということですね。こちらの方は分析の事実

を書いてあるということが主体だというふうに思いますけれども，この事実に基

づいてこの提言をしたということで，その４つの提言についてご意見を頂くとい

うことです。 

これについてご質問，ご意見等ございますか。 

委員： 別紙の提言案の２の下から２行目，「６署所と同等のサービスレベルまでの復  

旧時間が早い事が判明しました。」とありますが，復旧時間という概念が初めて聞

く気がするんですが，これまで説明あったんですか。 

委員長： これはちょっと直した方がいいかなとおもうのは，結局は４．５分以内とか，

６分以内とか，１０分以内とかいう形でカバー率を示しているんですけれども，

４．５分以内のところは，若干６署所体制よりも下がるんだけれども，６分，１

０分というところに対しては６署所体制と遜色がないという意味だと思っていま

す。 

委員： その趣旨は理解しました。ただこれはパブリックコメントに出すものだとする 

と，おそらく市民の皆さんは誤解されるような気がしていて，というのは，その前

の行に「この地区のサービスレベルは一時低下しますが」という後に，「復旧時間

が早い」ということになると，一時低下するけど５年か１０年待っていたら元に戻

るというように読み取れてしまいます。それは著しい誤解だと思うので，これは表

現を直した方がいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

事務局： ご指摘の通り，この表現は勘違いされる可能性がありますので，記述について 
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は検討して直していきたいと思います。 

委員長： 委員長と相談させていただきながら，一任というのもあれですけれども，これ

は技術的な表現の仕方かと思います。そのへんのところを書き換えたいと思いま

す。 

それに伴って，先ほどの資料３のところも同様の表現になっていたと思います 

ので，連動させて修正をするということにさせていただければと思います。よろし

くお願いをいたします。 

委員長： その他いかがでしょうか。 

委員： この別紙１（資料２の）ですね，これは公開するのでしょうか。 

委員長： これ（資料３の）をお示しして，これに対する意見を頂くという形ですから，

当然公開するということになります。 

委員： そうするとですね，このへんは線で書いてるのでわかるんですが，どういうも  

のがあるよといくつか提示していただけるとわかりやすいと思うんですが。道路だ

けの表記になっておりますので。 

委員長： どの別紙ですか。 

委員： こちらですね。（資料２を示す） 

委員長： ああ，そちらの別紙ですか。 

委員： これは出ますか。出ませんか。資料２の方ですね。こちらの別紙１です。 

事務局： こちらについては，今委員会に使った資料ということで，パブリックコメント

の編成の中には入っていません。 

委員： そうしますと，新治ですが，新治署一つということになりますとやっぱり心もと

ないんですよね，正直言いましてね。実際の火災は少ないとしても，そうしますと，

（管轄消防団が）３０～３８分団，４０～４８分団ということで，シリアスナンバ

ーになっていますよね。ですから，４０～４８分団の９分団ですよね，それから３

０～３８分団の９分団ということで，このへんを提示していただければわかりやす

いのかなと私なりには思うんですけれども。３０番代は３０～３８分団で終わって

ますよね，新治です。それから４０番代は４０～４８分団で，シリアスナンバーで

終わっています。ということで，そういう形で，わかる形で私なりには自分の資料

には書いたんですが，そのように書いていただいて，この地図の中にマークを入れ

ていただければという風に思います。 

委員長： というかですね，この資料は今回，委員からの質問に対して事務局の方で用意

していただいたものですから，これ自身がこの冊子の報告書の中に入るという形

で，意見を頂くのはこちらの４つの文章で書いたものでありますけれども，それ

の根拠となっているものとして，これ（資料２別紙）を閲覧することが出来るよ

うになりますから，その冊子にこの資料を組み込むという形が一番落ち着くんじ
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ゃないかなと。こちらの意見募集する４つのものにこの地図だけ付いていてもお

かしなものですから，全体として，署所のものと分団だとか，あるいはＡＥＤの

話だとかいうことをまとめて，閲覧していただくというのがいいのかなと思いま

すけれども。 

委員： あと，１０何分団は粟野地区から上大津地区ですよとか，２０何分団はこのへ  

んですよとか，親切に丁寧にですね，ある程度プラスしていただければいいのかな

と。わからない人は全然わからないですから，なんでここに２０分団が来ててこっ

ちが１０いくつなんだと。土浦の旧市街地のところは一桁のナンバーの分団ですよ

ね，そういうことがわかる人はわかるんですが，消防団なんかやったことない人は

全然わからないわけですよね。ですから，地図というかこの図の外にですね，もう

ちょっとわかるような形で，より丁寧に親切に書いていただければと，表現してい

ただければいいかと思います。 

委員長： ご趣旨は，分団ごとに管轄区域がどこを守っているのかということを図の空い

たところにということですよね。ここまでは署所についての分析ですけれども，

それを補完する消防団であるとかというところの消防力についても参考資料とし

てこちらに添付していくと。 

委員： やっぱり消防力として補うものをきちっと提示しておかないと，補うものを知 

らない人は，これではちょっと，削るのかよという，財政的に大変だからといって，

安心安全はどこへ行ったんだとなると思いますので，サポートするようなものがた

くさんあるんだよということも提示するといいんじゃないかと思います。 

委員長： 事務局，いかがでしょうか。 

事務局： 一度検討いたしますけれども，参考資料として資料に組み込むというか，入れ

ていく方向で検討させていただきます。 

委員長： 資料は第７章まであるわけですから，その参考資料として，消防署所による消

防力を補完する消防分団等々の関係資料というような見出しを付けながら，分団

に関しての情報を参考資料として入れていくというくらいの話かなというふうに

思いますけれども。 

事務局： 分団がどこを管轄しているというところまで入れた方がいいということですか。 

委員： そうですね。荒川沖方面は何番から何番と書いてもらえれば。それから土浦旧  

市街地の方は一桁の何番から何番ですよと，上大津地区はこうですよ，それから新

治地区はさっき言ったように３０番台ですよね，分団としては３０番台と４０番台。 

委員長：（事務局に対し）たぶんこれは手元にありますよね。 

委員： 水防訓練のときに，５方面隊，何分団はどこと読み上げてますよね。あの一覧  

表があると思うんでそれを載せれば。 

消防長： こういった消防で毎年出している消防年報というのがありまして，分団の担当
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区域というのがありますので，それを工夫させていただきたいと思います。 

委員長： 報告書の方の参考資料として，署所の消防力を補完する消防団による情報につ

いてしっかりまとめたものを添付するということで検討させていただきたいと思

います。ありがとうございます。 

        その他何かございますか。 

副委員長： 資料の３「廃止する署所及び人員と車両の検討」ですけれども，下から３行目

「並木出張所の廃止を前提とし」，この「前提とし」というのは，初めから出来

レースでやっているのか，あるいは総合的に検討した結果こういうことになった

と言わないと，初めから並木を無くすのありきでやっているような感じで受け取

られるのではないかなと。「前提とし」という言葉が，もう初めから並木はいら

ないよということで，我々もそれに合わせてやってやっぱりそういうことだなと

なるので，このへん，ちょっと言葉を考えた方がいいと思う。それから，その前

の「並木出張所を廃止することが，市民サービスレベルの低下を最小限に抑え，

財政の負担を軽減する体制」，これなんかなんとかなんないかな。財政負担軽減，

はたしてだけど並木が無くなったから財政負担が減るとは限らないと思う。署所

が減ったから財政が軽減するんだよって言い方はちょっと問題あるような気がす

るんだけど。６つから５つになって，１個無くなったから負担が無いんじゃない

かということはちょっと言い切れないような気がします。６つから５つになった

ということは，どこかがその一つ無くなったことの荷重がかかってくると思う。

そのへん，総合的にちょっと言葉が。お金はそれはまあ仕方ないことなんですけ

れども，平成４０年ですか，もうあと１０年後にはどこの市町村でも救急医療は

パンクしますと。そういうこともどこかに入れないと，先の平成４０年がどうと

か，あとの１０年後くらいまでは救急体制は出来ますよ。でも，今の財政とその

救急とのあれがちょうどそこで交差するんですね。財政が今ずっとありますよね，

それに対して救急とか急患の年寄りを運んだところは２０２５年くらいで交差し

て，今までのあれが無くなる。でもサービスは医療的にやらなければならない。

そうすると，この無くなった分をどういう風にやらなくちゃいけないかというこ

とを全然謳ってない。そのへん消防力は火事があればみんな行きますけれども，

救急車はそこの受けたところでとにかくまずやらざるを得ない。そうするとそこ

がだめなら２，３，４となってくるんだろうと思うんですけれども，最初の段階

でサービスをどのようにやっていくかということを考えなきゃいけない。そうす

ると，まあ一つはトリアージ，この人は運ばなくちゃいけないのか，また，簡単

に言えばタクシー代わりに使っているのかとか。そうすると有償化的なことも考

えながらやらざるを得ないのかなと。今はみんな無料ですけれども，ある程度お

金を取りますみたいなこともどこかに入れながら，まあここに入れるかどうかは
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別として，そういう将来の運営も考えざるを得ないかなと。 

委員長： トリアージの話とか，そこは我々は議論していなかったところで，それは６署

所体制であろうと，４署所体制であろうと５署所体制であろうと同じことなんで

すね。どうやってどんどん膨れる救急需要と財政的な制約の中でどういう形で公

平に公正な効率的なものを作っていくかということは，変わらない話かという風

に思います。ここの部分について，ニュアンスとしては並木出張所を廃止するこ

とを念頭に委員会が出来たみたいな表現が受け取られかねないというご指摘だと

思います。 

委員： 川島委員はこの前欠席されているので，たぶんそのへんがここで検討した意味 

合いがわかっていないのでは。要するに流れとしては，新治を無しにするか，並木

を無しにするか，統合するか，そういういろいろな話をして，その上で５署所体制

でいく場合だったら，並木出張所の方を，道路行政とかいろいろなことを考えてい

いんじゃないですか，というのが我々委員の提言の流れだったんですけれども，そ

の検討した内容を，この前出席されてないので心もとなく思ったのではないかなと

思うんですけれども。 

委員長： ですけれども，ご指摘は非常に重要で，市民の方もこの委員会出ていないので

そこのニュアンスがバイアスがかかって受け取られてしまうとまずいだろうと。

そういう意味では総合的にいろんなケースを比較検討した中で，並木出張所の廃

止というのが一番影響が少なくて，５署所体制を実現できるだろうという話で。 

委員： 現に１１月から１２月になっているわけですから，１回余計にやっている。十  

分そのへんを検討したんですよというようなことを入れてもいいのではないかと。 

委員長： そのあたりのニュアンスを書きながら，比較検討の中では並木出張所の廃止と

いうことが一番影響が少なく合理的であろうというようなことで，ニュアンスを

書き換えさせていただければと思いますので，よろしくお願いします。 

事務局との事前の協議の中で「前提とし」というのは書き換えた方が良いので

はないかというような話をしたと思いましたけれども，そのへんのところもまた

後で協議させていただいて，これも３つ目の委員長一任ですかね，あとでまた修

文したものを委員の方にお知らせしたいと思いますのでよろしくお願いをいたし

ます。 

委員： それと似たようなことで市民の皆さんが読んだときどう思うかということで，表

現上の問題なんですが，２部の一番最後のところですね，「署所数は５署所体制と

することにしました。」という言い方があたかもこの検討委員会が政策決定をして

いるかのように受け止められてしまうかなと。たぶんこれニュアンスとしては５署

所体制が妥当なのではないかということで検討することにしましたというような意

味合いだと思うんですが，これだとこういうふうに決めましたという感じにとられ
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てしまって誤解を招くので，適切な表現に直していただければと思いました。 

委員長： ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。全体としては資料５と資料３が連動しておりますの  

で両方直していくということになるかと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは，今ご指摘いただいた点ですね，梅本委員から「サービスレベルが一時

低下しますが」というようなことが，これは時間の経過というようなニュアンスで

表現されているけれどもそれは違って，到着時間の大小であるというようなところ

がわかるように表現をし直すと。 

それから「５署所体制にする」ということにつきましては，そこで政策決定をし

たわけではないということで，５署所体制が妥当であるとしてどういう形で再編を

するかということで検討することにしたというような表現に改める。 

また３番目の項目については色んな政策が５署所ということを妥当ということ

にするのであればいろんなケースがあって，色々ケースを比較検討した結果，並木

出張所の廃止ということが最も影響が少なく，より公平なサービスを確保すること

が出来るということで並木出張所の廃止ということが，委員会としては妥当であろ

うという結論を得たというような表現をしていくことがいいのかなというところ

です。 

このへんのところにつきまして，事務局と協議させていただきながら，修正案に

ついて皆様にまたお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。 

その他よろしいでしょうか。 

それでは続きまして，（３）その他ということですが，事務局，何かございます

か。 

事務局： 特にありません。 

委員長： そうしますと，パブリックコメントをした後で第５回の委員会はいつ頃開催さ

れるかという目途だけでもいただけますか。 

事務局： 次回につきましては第５回委員会ということで３月３週を予定しています。 

今出ました各委員のご指摘を参考に資料等を手直し後にパブリックコメントを受

けまして，提言書の案を作成し，最終的な提言として協議していただきます。その

後市長へ提言書を提出していくことになります。 

委員長： わかりました。 

委員の皆様から何かありますか。 

委員： その他のその他になりますけれども，先ほど消防力という話がございまし て，

ＡＥＤが今後，まあ現状でも非常に役に立って，その普及に各市町村，民 間でも

取り組んでいるんですけれども，ＡＥＤがあるところがなかなかわからないという
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んですね。先ほど本当にわかっている人はアプリで探せるんですけれども，命に関

わる時に皆さん慌ててしまって，なかなかどこにあるかがわからない。それで一つ

は，消火栓の場合は赤い丸のここにありますよというものがあって，現状，ＡＥＤ

の方は設置されているところに建物に貼ってあるわけですね。そこに至るまでが表

示が無い現状なんですね。私は看板屋をやっておりまして，その中である議員さん

のご提案があったものですから，県の方にいろいろ話をしてＡＥＤがあるところを，

これは条例に関することだと思うんですけれども，歩道上とか施設の中で案内でき

るようなものを設置できないだろうかという話を，看板屋の組合として県の方には

お話はしているんですね。なかなかそこは進まないんですけれども，今後土浦市と

してもそういうふうな表示をする場合の条例の緩和が出来るとか，そういうものを

今後検討されるべきではないかなと。そういうことが消防力の中の一つのツールと

いうか，そういうことも必要だと思うんですけれども。いろんなアプリとかそうい

うものも当然連動するようなものとかですね，そういうふうなことが入れていただ

きたいなというようなちょっと話です。 

委員長： 例えばＡＥＤを設置していて，一般市民に対してもそれの使用を認めているよ

うな企業，民間だとかね，ビル管理者というところがビルの外に看板があるとい

いわけですから，そういうことに対して看板設置費用の一部を助成するだとか，

そういうふうな仕組みがあると非常によろしいかもしれないですね。 

委員： またはその，これは出来るかどうかわかりませんけれども，スポンサーをつけて

そこで設置して費用を負担してもらうとか，そういうのが，まずここの建物にＡＥ

Ｄがありますよということをお知らせする必要があるんではないかなというふう

に思っております。 

委員長： あとは最近あまり見かけなくなったんですけれども，その地区の近傍の住居表示

みたいな看板があるときに，そこにＡＥＤのマップをつくるものもあるかもしれな

いですね。 

委員： 一つだけではなくて，いろんな手だてというか，お知らせする手段が今後必要な

んではないかなというふうに思いましたので。 

委員： それに関連してなんですけれども，実は神栖市では市とファミリーマートが提携

して全てのファミリーマートにＡＥＤを設置したんですよね。やっぱり市の施設っ

ていうのは２４時間営業している方が少ないので，昼間はいいんですけれども夜に

なると使えないということがあるので。コンビニっていうのは２４時間やっていて，

大体人が住んでいるところにはありますよね。 

そういうことを私もいろいろな場で言っているんですけれども，この会議にはいろ 

いろな方がいらっしゃっているのでその立場で，多くの人がそういうことを言って

いただけると進むのかなということもありますので，ぜひ土浦市でも実現出来たら
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いいなというように感じています。 

委員長： あと，ＡＥＤのパッドはメンテナンスがいるんですよね，数年に１回取り換え

なきゃいけない。そのへんを忘れる方がいらっしゃるんですよね。 

委員： そのへんについてはリースもあります。買ってしまうと自分でメンテナンスをや

らなきゃいけないんですけれども，リースだと全部リース会社が責任もってパッド

の交換とかやってくれるので，これから設置しようという人には私は，リースの方

がいいですよというのを進めています。新しい機種が入ればその新しい機種にも替

えてくれて，まあそういうことを市民に伝えていかないと。 

委員長： ありがとうございました。ＡＥＤの拡充というのは消防行政なのかよくわからな

いところがありますけれども，そのへんのところも今後市としては対応が望まれる

ところかというふうに思います。 

消防長： 今ＡＥＤの話になりましたので私の方から。ＡＥＤに関してはやはりどこに設置

してあるかわからないという声もあります。それで，広報とか，ホームページとか，

先ほどお話ししましたアプリ等，まあ使える人は結構わかるんですけれども，その

他の人たちがわからないこともあって，どうしたらいいかということを今考えてい

るところで，先ほど言いましたＡＥＤマップの作成，またはコンビニ等については

そういったお話を聞いていますので，調査研究をしておりますので，今後どのよう

にするかということを考えていきたいと思っております。またご意見等ありました

らうかがわせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長： ありがとうございます。 

あれですね，市の中の歩道のインターロッキングにＡＥＤがどこにあるという矢

印が書いてあるみたいなのもいいかもしれないですね。 

さて，その他何かございますか。 

無いようですのでこれで本日の委員会を終了いたします。多くのご意見等いただき

ましたけれども，今後の消防本部においては策定作業に活かしていただければと思

いますのでよろしくお願いをいたします。 

最後に事務局で，先ほども第５回の日程についてはご説明いただきましたけれど

も，何か他にございますか。 

事務局： 冊子にした資料の修正については，見直して作成していきますので，よろしくお

願いします。 

委員長： ありがとうございました。 

それでは以上を持ちまして今日の委員会を終了させていただきます。皆様のご協力

によりまして滞りなく会を進めることが出来ました。感謝申し上げます。ありがと

うございました。 

６ 閉会 
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