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（（（（３３３３）消防団管理消防機械器具）消防団管理消防機械器具）消防団管理消防機械器具）消防団管理消防機械器具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５３５３５３５    

    

【通信指令室】【通信指令室】【通信指令室】【通信指令室】    

１１１１    １１９番通報着信統計１１９番通報着信統計１１９番通報着信統計１１９番通報着信統計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６３６３６３６    

    

【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】    

１１１１    火災統計火災統計火災統計火災統計    

（（（（１１１１）月別火災発生状況）月別火災発生状況）月別火災発生状況）月別火災発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７３７３７３７    

（（（（２２２２）過去５年間原因別出火件数）過去５年間原因別出火件数）過去５年間原因別出火件数）過去５年間原因別出火件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８３８３８３８    

（（（（３３３３）過去５年間火災発生件数・）過去５年間火災発生件数・）過去５年間火災発生件数・）過去５年間火災発生件数・損害額損害額損害額損害額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９３９３９３９    

（（（（４４４４）過去５年間火災発生状況）過去５年間火災発生状況）過去５年間火災発生状況）過去５年間火災発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９３９３９３９    

２２２２    救急統計救急統計救急統計救急統計    

（（（（１１１１）救急）救急）救急）救急活動状況・・活動状況・・活動状況・・活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４０４０４０    

（（（（２２２２）月別）月別）月別）月別事故種別出場状況事故種別出場状況事故種別出場状況事故種別出場状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４０４０４０    

（（（（３３３３））））時間別事故種別出場時間別事故種別出場時間別事故種別出場時間別事故種別出場件数件数件数件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１４１４１４１    

（（（（４４４４）曜日）曜日）曜日）曜日別事故種別出場件数別事故種別出場件数別事故種別出場件数別事故種別出場件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１４１４１４１    

（（（（５５５５））））事故種別傷病程度別搬送人員事故種別傷病程度別搬送人員事故種別傷病程度別搬送人員事故種別傷病程度別搬送人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２４２４２４２    

（（（（６６６６）事故種別）事故種別）事故種別）事故種別年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分別搬送人別搬送人別搬送人別搬送人員員員員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２４２４２４２    

（（（（７７７７））））年齢区分別傷病程度別年齢区分別傷病程度別年齢区分別傷病程度別年齢区分別傷病程度別搬搬搬搬送人員送人員送人員送人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２４２４２４２    

（（（（８８８８））））救急出場件数の推移救急出場件数の推移救急出場件数の推移救急出場件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３４３４３４３    

（（（（９９９９））））ドクタードクタードクタードクターヘリ要請件数ヘリ要請件数ヘリ要請件数ヘリ要請件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３４３４３４３    

（（（（10101010））））救急隊が行った応急処置件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救急隊が行った応急処置件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救急隊が行った応急処置件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救急隊が行った応急処置件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４    

（（（（11111111））））救命士が行った特定行為実施件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救命士が行った特定行為実施件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救命士が行った特定行為実施件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４救命士が行った特定行為実施件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４    

(12) (12) (12) (12) 応急手当応急手当応急手当応急手当普及講習実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５普及講習実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５普及講習実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５普及講習実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５    

３３３３    救助統計救助統計救助統計救助統計    

（（（（１１１１））））救助救助救助救助出場件数出場件数出場件数出場件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６４６４６４６    

（（（（２２２２））））救助救助救助救助出場出場出場出場件数件数件数件数の推移の推移の推移の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６４６４６４６    
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１１１１    大子町消防の沿革大子町消防の沿革大子町消防の沿革大子町消防の沿革        

昭和３０年昭和３０年昭和３０年昭和３０年    ３月３１日３月３１日３月３１日３月３１日    

４月２９日４月２９日４月２９日４月２９日    

    

    

    

昭和３１年昭和３１年昭和３１年昭和３１年    ９月１０日９月１０日９月１０日９月１０日    

    

    

昭和３５年昭和３５年昭和３５年昭和３５年    ２月１１日２月１１日２月１１日２月１１日    

９月９月９月９月    ９日９日９日９日    

    

    

    

    

    

    

    

    

昭和３６年昭和３６年昭和３６年昭和３６年    １月２１日１月２１日１月２１日１月２１日    

３月１７日３月１７日３月１７日３月１７日    

    

    

昭和３７年昭和３７年昭和３７年昭和３７年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

昭和３８年昭和３８年昭和３８年昭和３８年    ２月２月２月２月    ９日９日９日９日    

    

    

昭和３９年昭和３９年昭和３９年昭和３９年    ２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日    

    

３月３月３月３月    ５日５日５日５日    

５月２５日５月２５日５月２５日５月２５日    

６月６月６月６月    １日１日１日１日    

６月１０日６月１０日６月１０日６月１０日    

    

昭和４０年昭和４０年昭和４０年昭和４０年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

１１月１０日１１月１０日１１月１０日１１月１０日    

    

昭和４２年昭和４２年昭和４２年昭和４２年１０月１０月１０月１０月    ３日３日３日３日    

    

昭和４３年昭和４３年昭和４３年昭和４３年    ３月３月３月３月    ７日７日７日７日    

７月７月７月７月    ３日３日３日３日    

    

７月１６日７月１６日７月１６日７月１６日    

１０月１０月１０月１０月    １日１日１日１日    

１２月２５日１２月２５日１２月２５日１２月２５日    

    

昭和４４年昭和４４年昭和４４年昭和４４年    ２月１０日２月１０日２月１０日２月１０日    

大子町ほか８ヶ村合併，面積３２５．０７ｋｍ大子町ほか８ヶ村合併，面積３２５．０７ｋｍ大子町ほか８ヶ村合併，面積３２５．０７ｋｍ大子町ほか８ヶ村合併，面積３２５．０７ｋｍ２２２２    ，人口約４３，０００人の町として発足する。，人口約４３，０００人の町として発足する。，人口約４３，０００人の町として発足する。，人口約４３，０００人の町として発足する。    

消防団も旧町村ごとの組織のまま合併，大子町消防団と改称消防団も旧町村ごとの組織のまま合併，大子町消防団と改称消防団も旧町村ごとの組織のまま合併，大子町消防団と改称消防団も旧町村ごとの組織のまま合併，大子町消防団と改称    

旧町村単位に支団として，９支団７４分団，団員２，８００名，消防ポンプ自動車中型４台，同旧町村単位に支団として，９支団７４分団，団員２，８００名，消防ポンプ自動車中型４台，同旧町村単位に支団として，９支団７４分団，団員２，８００名，消防ポンプ自動車中型４台，同旧町村単位に支団として，９支団７４分団，団員２，８００名，消防ポンプ自動車中型４台，同

小型２台，手引動力ポンプ３３台，小型動力ポンプ１３台，腕用ポンプ１４台を装備する。小型２台，手引動力ポンプ３３台，小型動力ポンプ１３台，腕用ポンプ１４台を装備する。小型２台，手引動力ポンプ３３台，小型動力ポンプ１３台，腕用ポンプ１４台を装備する。小型２台，手引動力ポンプ３３台，小型動力ポンプ１３台，腕用ポンプ１４台を装備する。    

    

第１次機構改革実施第１次機構改革実施第１次機構改革実施第１次機構改革実施    

９支団を廃止し，１９分団７４部，団員１，８３９名に改組する。９支団を廃止し，１９分団７４部，団員１，８３９名に改組する。９支団を廃止し，１９分団７４部，団員１，８３９名に改組する。９支団を廃止し，１９分団７４部，団員１，８３９名に改組する。    

    

日本消防協会長から表彰旗授与される。日本消防協会長から表彰旗授与される。日本消防協会長から表彰旗授与される。日本消防協会長から表彰旗授与される。    

第２次機構改革実施第２次機構改革実施第２次機構改革実施第２次機構改革実施    

消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車                        １１名以内１１名以内１１名以内１１名以内    

同上同上同上同上                                                １５名以内１５名以内１５名以内１５名以内（（（（小型動力ポンプを積載した場合小型動力ポンプを積載した場合小型動力ポンプを積載した場合小型動力ポンプを積載した場合))))    

手引動力ポンプ手引動力ポンプ手引動力ポンプ手引動力ポンプ                            １５名以内１５名以内１５名以内１５名以内    

小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ                                ８名以内８名以内８名以内８名以内    

積載自動車（積載自動車（積載自動車（積載自動車（小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ））））    ８名以内８名以内８名以内８名以内    

消防団定員の基準消防団定員の基準消防団定員の基準消防団定員の基準        ９２４名とする。９２４名とする。９２４名とする。９２４名とする。    

第１次消防５ヶ年計画を樹立第１次消防５ヶ年計画を樹立第１次消防５ヶ年計画を樹立第１次消防５ヶ年計画を樹立    

    

常備特設班発足常備特設班発足常備特設班発足常備特設班発足    （常備団員（常備団員（常備団員（常備団員    １６名）１６名）１６名）１６名）    

第１１回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１１回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１１回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１１回茨城県消防ポンプ操法競技大会    

消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部        優勝（滝本）優勝（滝本）優勝（滝本）優勝（滝本）    

    

常備特設班を常備部と改称常備特設班を常備部と改称常備特設班を常備部と改称常備特設班を常備部と改称    

    

第１３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１３回茨城県消防ポンプ操法競技大会    

手引動力ポンプの部手引動力ポンプの部手引動力ポンプの部手引動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    

    

第１４回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１４回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１４回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１４回茨城県消防ポンプ操法競技大会    

消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部消防ポンプ自動車の部        優勝優勝優勝優勝    

消防庁長官から竿頭綬を授与される。消防庁長官から竿頭綬を授与される。消防庁長官から竿頭綬を授与される。消防庁長官から竿頭綬を授与される。    

大子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を制定する。大子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を制定する。大子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を制定する。大子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を制定する。    

常備部の非常勤部長を常勤部長に改める。常備部の非常勤部長を常勤部長に改める。常備部の非常勤部長を常勤部長に改める。常備部の非常勤部長を常勤部長に改める。    

大子町役場敷地に消防庁舎竣工大子町役場敷地に消防庁舎竣工大子町役場敷地に消防庁舎竣工大子町役場敷地に消防庁舎竣工    

    

第２次消防５ヶ年計画を樹立第２次消防５ヶ年計画を樹立第２次消防５ヶ年計画を樹立第２次消防５ヶ年計画を樹立    

冬期間全地区実施の消防団員の夜警廃止冬期間全地区実施の消防団員の夜警廃止冬期間全地区実施の消防団員の夜警廃止冬期間全地区実施の消防団員の夜警廃止    

    

大子町消防賞じゅつ金条例制定大子町消防賞じゅつ金条例制定大子町消防賞じゅつ金条例制定大子町消防賞じゅつ金条例制定    

    

消防庁長官から表彰旗授与される。消防庁長官から表彰旗授与される。消防庁長官から表彰旗授与される。消防庁長官から表彰旗授与される。    

広域消防相互応援協定を６ヶ町村広域消防相互応援協定を６ヶ町村広域消防相互応援協定を６ヶ町村広域消防相互応援協定を６ヶ町村((((水府村・金砂郷村・里美村・山方町・黒羽町・矢祭町水府村・金砂郷村・里美村・山方町・黒羽町・矢祭町水府村・金砂郷村・里美村・山方町・黒羽町・矢祭町水府村・金砂郷村・里美村・山方町・黒羽町・矢祭町))))と締と締と締と締

結する。結する。結する。結する。    

広域消防相互応援協定を馬頭町と締結する。広域消防相互応援協定を馬頭町と締結する。広域消防相互応援協定を馬頭町と締結する。広域消防相互応援協定を馬頭町と締結する。    

第３次機構改革実施第３次機構改革実施第３次機構改革実施第３次機構改革実施    （（（（消防団１２分団５６部，定員５６０名消防団１２分団５６部，定員５６０名消防団１２分団５６部，定員５６０名消防団１２分団５６部，定員５６０名））））    

大子町消防本部・消防署設置に関する条例を制定大子町消防本部・消防署設置に関する条例を制定大子町消防本部・消防署設置に関する条例を制定大子町消防本部・消防署設置に関する条例を制定    

    

第１９回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１９回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１９回茨城県消防ポンプ操法競技大会第１９回茨城県消防ポンプ操法競技大会    
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４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

    

４月４月４月４月    ７日７日７日７日    

１２月１５日１２月１５日１２月１５日１２月１５日    

    

１２月２２日１２月２２日１２月２２日１２月２２日    

１２月２６日１２月２６日１２月２６日１２月２６日    

    

    

昭和４５年昭和４５年昭和４５年昭和４５年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

４月１７日４月１７日４月１７日４月１７日    

    

昭和４６年昭和４６年昭和４６年昭和４６年    1111月２３日月２３日月２３日月２３日    

    

２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日    

    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

１２月２３日１２月２３日１２月２３日１２月２３日    

    

昭和４７年昭和４７年昭和４７年昭和４７年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

昭和４８年昭和４８年昭和４８年昭和４８年    ２月２月２月２月    １日１日１日１日    

    

３月１１日３月１１日３月１１日３月１１日    

    

    

昭和４９年昭和４９年昭和４９年昭和４９年    ２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日    

    

６月６月６月６月    １日１日１日１日    

１２月１８日１２月１８日１２月１８日１２月１８日    

    

昭和５０年昭和５０年昭和５０年昭和５０年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

１０月１０月１０月１０月    ５日５日５日５日    

１１月２０日１１月２０日１１月２０日１１月２０日    

    

昭和５１年昭和５１年昭和５１年昭和５１年    ２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日    

    

５月２３日５月２３日５月２３日５月２３日    

１０月１０月１０月１０月    １日１日１日１日    

    

    

昭和５２年昭和５２年昭和５２年昭和５２年    ８月２５日８月２５日８月２５日８月２５日    

    

昭和５３年昭和５３年昭和５３年昭和５３年    ２月１０日２月１０日２月１０日２月１０日    

    

３月３０日３月３０日３月３０日３月３０日    

    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝（第優勝（第優勝（第優勝（第５５５５分団第分団第分団第分団第１１１１部）部）部）部）    

消防本部・消防署発足消防本部・消防署発足消防本部・消防署発足消防本部・消防署発足((((定員２９名定員２９名定員２９名定員２９名))))    

        消防本部消防本部消防本部消防本部                    ２６名（内２４名兼任）２６名（内２４名兼任）２６名（内２４名兼任）２６名（内２４名兼任）    

        消防署消防署消防署消防署                            ２５名２５名２５名２５名    

消防本部・消防署消防本部・消防署消防本部・消防署消防本部・消防署    政令の指定を受ける。政令の指定を受ける。政令の指定を受ける。政令の指定を受ける。    

県消防協会久慈支部ポンプ操法競技大会県消防協会久慈支部ポンプ操法競技大会県消防協会久慈支部ポンプ操法競技大会県消防協会久慈支部ポンプ操法競技大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    

日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。    

救急業務の運営に関し，適正な医療行為を行うため，町内医療機関（久保田病院救急業務の運営に関し，適正な医療行為を行うため，町内医療機関（久保田病院救急業務の運営に関し，適正な医療行為を行うため，町内医療機関（久保田病院救急業務の運営に関し，適正な医療行為を行うため，町内医療機関（久保田病院    ・・・・    保内保内保内保内

郷病院）と協定を結ぶ。郷病院）と協定を結ぶ。郷病院）と協定を結ぶ。郷病院）と協定を結ぶ。    

    

第３次消防５ヶ年計画樹立第３次消防５ヶ年計画樹立第３次消防５ヶ年計画樹立第３次消防５ヶ年計画樹立    

救急業務政令指定救急業務政令指定救急業務政令指定救急業務政令指定    

    

第２１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第３部）（第３分団第３部）（第３分団第３部）（第３分団第３部）    

消防専用無線装置配備消防専用無線装置配備消防専用無線装置配備消防専用無線装置配備    

    （固定局（固定局（固定局（固定局    １基１基１基１基    ・・・・    移動局移動局移動局移動局    ４基４基４基４基    ・・・・    携帯用２基）携帯用２基）携帯用２基）携帯用２基）    

第１分団に１部増部し，第１分団第６部とする。第１分団に１部増部し，第１分団第６部とする。第１分団に１部増部し，第１分団第６部とする。第１分団に１部増部し，第１分団第６部とする。    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（職員定数職員定数職員定数職員定数    ３１名３１名３１名３１名））））    

    

消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施    

    

第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会第２３回茨城県消防ポンプ操法競技大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

    

第２４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

第７分団第２部廃止（久野瀬地区）第７分団第２部廃止（久野瀬地区）第７分団第２部廃止（久野瀬地区）第７分団第２部廃止（久野瀬地区）    

日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。日本自動車工業会より救急自動車寄贈される。    

    

第４分団第１部第４分団第１部第４分団第１部第４分団第１部    ・・・・    ２部合併２部合併２部合併２部合併    

袋田袋田袋田袋田    長生閣建物火災長生閣建物火災長生閣建物火災長生閣建物火災    焼失面積２２８６㎡焼失面積２２８６㎡焼失面積２２８６㎡焼失面積２２８６㎡    損害額１００，４１６千円損害額１００，４１６千円損害額１００，４１６千円損害額１００，４１６千円    

茨城県総合防災訓練が実施される。茨城県総合防災訓練が実施される。茨城県総合防災訓練が実施される。茨城県総合防災訓練が実施される。    （川山地区及び大子地区）（川山地区及び大子地区）（川山地区及び大子地区）（川山地区及び大子地区）    

    

第２６回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２６回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２６回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２６回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第１２分団第（第１２分団第（第１２分団第（第１２分団第 1111 部）部）部）部）    

第２７回全国植樹祭が当町において行われる。第２７回全国植樹祭が当町において行われる。第２７回全国植樹祭が当町において行われる。第２７回全国植樹祭が当町において行われる。    

大子町消防団条例一部改正大子町消防団条例一部改正大子町消防団条例一部改正大子町消防団条例一部改正    （消防団員定数（消防団員定数（消防団員定数（消防団員定数    ５４０名以内）５４０名以内）５４０名以内）５４０名以内）    

大子町消防賞じゅつ金条例を廃止し，茨城県市町村総合事務組合の協同処理とする。大子町消防賞じゅつ金条例を廃止し，茨城県市町村総合事務組合の協同処理とする。大子町消防賞じゅつ金条例を廃止し，茨城県市町村総合事務組合の協同処理とする。大子町消防賞じゅつ金条例を廃止し，茨城県市町村総合事務組合の協同処理とする。    

    

日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。        

    

第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第８分団第１部）（第８分団第１部）（第８分団第１部）（第８分団第１部）    

第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会第２８回茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会    

自動車ポンプの部で第８分団第１部が久慈地区代表として出場する。自動車ポンプの部で第８分団第１部が久慈地区代表として出場する。自動車ポンプの部で第８分団第１部が久慈地区代表として出場する。自動車ポンプの部で第８分団第１部が久慈地区代表として出場する。    
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６月６月６月６月    １日１日１日１日    

１１月１３日１１月１３日１１月１３日１１月１３日    

    

昭和５４年昭和５４年昭和５４年昭和５４年    ２月２３日２月２３日２月２３日２月２３日    

３月２２日３月２２日３月２２日３月２２日    

８月２４日８月２４日８月２４日８月２４日    

１０月１０月１０月１０月    １日１日１日１日    

    

昭和５６年昭和５６年昭和５６年昭和５６年    ３月１２日３月１２日３月１２日３月１２日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

    

昭和５７年昭和５７年昭和５７年昭和５７年    ２月１２日２月１２日２月１２日２月１２日    

３月２４日３月２４日３月２４日３月２４日    

８月８月８月８月    ６日６日６日６日    

１１月１６日１１月１６日１１月１６日１１月１６日    

    

    

１１月２８日１１月２８日１１月２８日１１月２８日    

    

昭和５８年昭和５８年昭和５８年昭和５８年    ５月５月５月５月    １日１日１日１日    

    

昭和６０年昭和６０年昭和６０年昭和６０年    ３月３月３月３月    １日１日１日１日    

８月８月８月８月    ３日３日３日３日    

１０月２２日１０月２２日１０月２２日１０月２２日    

    

１２月１６日１２月１６日１２月１６日１２月１６日    

    

昭和６１年昭和６１年昭和６１年昭和６１年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

８月８月８月８月    ６日６日６日６日    

    

昭和６２年昭和６２年昭和６２年昭和６２年    ３月２５日３月２５日３月２５日３月２５日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

１０月１０月１０月１０月    ８日８日８日８日    

    

１０月１５日１０月１５日１０月１５日１０月１５日    

１１月１１月１１月１１月    ７日７日７日７日    

    

昭和６３年昭和６３年昭和６３年昭和６３年    ２月２月２月２月    ３日３日３日３日    

１０月１０月１０月１０月    ６日６日６日６日    

    

    

平成平成平成平成    元年元年元年元年            １月１月１月１月    ８日８日８日８日    

３月２４日３月２４日３月２４日３月２４日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

６月２５日６月２５日６月２５日６月２５日    

１０月１０月１０月１０月    ６日６日６日６日    

    

    

茨城県の救急医療情報コントロールシステム化に伴い，医療機関の応需状況茨城県の救急医療情報コントロールシステム化に伴い，医療機関の応需状況茨城県の救急医療情報コントロールシステム化に伴い，医療機関の応需状況茨城県の救急医療情報コントロールシステム化に伴い，医療機関の応需状況開始開始開始開始    

自治体消防制度３０周年記念式典挙行自治体消防制度３０周年記念式典挙行自治体消防制度３０周年記念式典挙行自治体消防制度３０周年記念式典挙行    

    

通信指令装置装備通信指令装置装備通信指令装置装備通信指令装置装備    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ３４名３４名３４名３４名））））    

浮ヶ谷グループから広報車寄贈される。浮ヶ谷グループから広報車寄贈される。浮ヶ谷グループから広報車寄贈される。浮ヶ谷グループから広報車寄贈される。    

消防庁舎竣工，業務開始消防庁舎竣工，業務開始消防庁舎竣工，業務開始消防庁舎竣工，業務開始    

    

救急自動車更新救急自動車更新救急自動車更新救急自動車更新    

救急医療に関する協定書一部改正締結救急医療に関する協定書一部改正締結救急医療に関する協定書一部改正締結救急医療に関する協定書一部改正締結    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ３６名３６名３６名３６名））））    

    

水槽付消防ポンプ自動車（イスズ水槽付消防ポンプ自動車（イスズ水槽付消防ポンプ自動車（イスズ水槽付消防ポンプ自動車（イスズ KDR370KDR370KDR370KDR370）更新）更新）更新）更新    

大宮地方広域組合消防本部と相互応援協定を締結する。大宮地方広域組合消防本部と相互応援協定を締結する。大宮地方広域組合消防本部と相互応援協定を締結する。大宮地方広域組合消防本部と相互応援協定を締結する。    

日本消防協会から日本消防協会から日本消防協会から日本消防協会から B2B2B2B2 級付積載車寄贈される。級付積載車寄贈される。級付積載車寄贈される。級付積載車寄贈される。    

第３３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３３回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部                優優優優        勝勝勝勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部            準優勝準優勝準優勝準優勝    （第１１（第１１（第１１（第１１分団）分団）分団）分団）    

常陸大子ライオンズクラブから査察車（スズキＨ－ＳＴ・常陸大子ライオンズクラブから査察車（スズキＨ－ＳＴ・常陸大子ライオンズクラブから査察車（スズキＨ－ＳＴ・常陸大子ライオンズクラブから査察車（スズキＨ－ＳＴ・31313131Ｖ）寄贈される。Ｖ）寄贈される。Ｖ）寄贈される。Ｖ）寄贈される。    

    

消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施消防本部（署）組織改革実施    

    

茨城県防災行政無線運用開始茨城県防災行政無線運用開始茨城県防災行政無線運用開始茨城県防災行政無線運用開始    

日本消防協会から大沢・栃原婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から大沢・栃原婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から大沢・栃原婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から大沢・栃原婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。    

町村合併３０周年記念式典挙行される。町村合併３０周年記念式典挙行される。町村合併３０周年記念式典挙行される。町村合併３０周年記念式典挙行される。    

町民憲章制定町民憲章制定町民憲章制定町民憲章制定    

消防ポンプ自動車（ニッサン消防ポンプ自動車（ニッサン消防ポンプ自動車（ニッサン消防ポンプ自動車（ニッサン MMMM－－－－FGFGFGFG１６１）更新１６１）更新１６１）更新１６１）更新    

    

大子町消防における訓練時安全管理要網定める。大子町消防における訓練時安全管理要網定める。大子町消防における訓練時安全管理要網定める。大子町消防における訓練時安全管理要網定める。    

日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。日本消防協会から小型動力ポンプ付積載車寄贈される。    

        

日本自動車工業会から救急車寄贈さ日本自動車工業会から救急車寄贈さ日本自動車工業会から救急車寄贈さ日本自動車工業会から救急車寄贈される。れる。れる。れる。    

消防署救助隊編成発足する。消防署救助隊編成発足する。消防署救助隊編成発足する。消防署救助隊編成発足する。    

第３８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３８回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第４部）（第３分団第４部）（第３分団第４部）（第３分団第４部）    

救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（BBBB 塔）設置塔）設置塔）設置塔）設置    

日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。    

    

救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（救助技術訓練塔（CCCC 塔）設置塔）設置塔）設置塔）設置    

第３９回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３９回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３９回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第３９回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第７分団第４部）（第７分団第４部）（第７分団第４部）（第７分団第４部）    

    

昭和天皇崩御により元号が平成と改められる。昭和天皇崩御により元号が平成と改められる。昭和天皇崩御により元号が平成と改められる。昭和天皇崩御により元号が平成と改められる。    

救急車寄贈される。（東京都大田区救急車寄贈される。（東京都大田区救急車寄贈される。（東京都大田区救急車寄贈される。（東京都大田区在住在住在住在住    飯島ふみ様飯島ふみ様飯島ふみ様飯島ふみ様））））    

茨城県広域消防相互応援協定（３６市町村）締結茨城県広域消防相互応援協定（３６市町村）締結茨城県広域消防相互応援協定（３６市町村）締結茨城県広域消防相互応援協定（３６市町村）締結    

消防本部発足２０周年記念式典挙行される。消防本部発足２０周年記念式典挙行される。消防本部発足２０周年記念式典挙行される。消防本部発足２０周年記念式典挙行される。    

第４０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第５分団第３部）（第５分団第３部）（第５分団第３部）（第５分団第３部）    
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平成平成平成平成    ２年２年２年２年    ３月２８日３月２８日３月２８日３月２８日    

１０月１０月１０月１０月    ５日５日５日５日    

    

平成平成平成平成    ３年３年３年３年    ３月２９日３月２９日３月２９日３月２９日    

    

３月３０日３月３０日３月３０日３月３０日    

８月２７日８月２７日８月２７日８月２７日    

１０月１０月１０月１０月    ４日４日４日４日    

    

    

平平平平成成成成    ４年４年４年４年    ４月２９日４月２９日４月２９日４月２９日    

    

    

    

平成平成平成平成    ５年５年５年５年    ２月１６日２月１６日２月１６日２月１６日    

３月３月３月３月    ８日８日８日８日    

１２月２７日１２月２７日１２月２７日１２月２７日    

    

平成平成平成平成    ６年６年６年６年    ３月２５日３月２５日３月２５日３月２５日    

６月１５日６月１５日６月１５日６月１５日    

７月２６日７月２６日７月２６日７月２６日    

７月２７日７月２７日７月２７日７月２７日    

    

平成平成平成平成    ７年７年７年７年    ３月１３日３月１３日３月１３日３月１３日    

７月２７日７月２７日７月２７日７月２７日    

    

平成平成平成平成    ８年８年８年８年    ３月２６日３月２６日３月２６日３月２６日    

１０月２４日１０月２４日１０月２４日１０月２４日    

１１月１１月１１月１１月    ７日７日７日７日    

    

平成平成平成平成    ９年９年９年９年１１月１１月１１月１１月    ６日６日６日６日    

    

平成１０年平成１０年平成１０年平成１０年    １月２６日１月２６日１月２６日１月２６日    

３月３月３月３月    ７日７日７日７日    

３月２６日３月２６日３月２６日３月２６日    

３月２７日３月２７日３月２７日３月２７日    

４月１１日４月１１日４月１１日４月１１日    

    

９月２８日９月２８日９月２８日９月２８日    

１１月１６日１１月１６日１１月１６日１１月１６日    

    

平成１１年平成１１年平成１１年平成１１年    ２月２６日２月２６日２月２６日２月２６日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

４月２２日４月２２日４月２２日４月２２日    

１０月１６日１０月１６日１０月１６日１０月１６日    

    

    

１１月２８日１１月２８日１１月２８日１１月２８日    

指令車更新指令車更新指令車更新指令車更新（１号車）（１号車）（１号車）（１号車）    

日本消防協会から丸塚婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から丸塚婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から丸塚婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から丸塚婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。    

    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ３７名３７名３７名３７名））））    

大子町消防安全衛生管理規程定める。大子町消防安全衛生管理規程定める。大子町消防安全衛生管理規程定める。大子町消防安全衛生管理規程定める。    

救助工作車配備救助工作車配備救助工作車配備救助工作車配備（９号車）（９号車）（９号車）（９号車）    

査察車更新（６号車）査察車更新（６号車）査察車更新（６号車）査察車更新（６号車）    

第４２回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４２回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４２回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第４２回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

    

左貫入山地内林野火災左貫入山地内林野火災左貫入山地内林野火災左貫入山地内林野火災    

焼失面積焼失面積焼失面積焼失面積            国有林国有林国有林国有林    １８．３９ｈａ１８．３９ｈａ１８．３９ｈａ１８．３９ｈａ    

民有林民有林民有林民有林        ４．９５ｈａ４．９５ｈａ４．９５ｈａ４．９５ｈａ    

    

日本消防協会長より竿頭綬を授与される。日本消防協会長より竿頭綬を授与される。日本消防協会長より竿頭綬を授与される。日本消防協会長より竿頭綬を授与される。    

緊急通報システム設置緊急通報システム設置緊急通報システム設置緊急通報システム設置    

常陸大子ライオンズクラブから資器材運搬車寄贈される。常陸大子ライオンズクラブから資器材運搬車寄贈される。常陸大子ライオンズクラブから資器材運搬車寄贈される。常陸大子ライオンズクラブから資器材運搬車寄贈される。    

    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ３９名３９名３９名３９名））））    

白河地方広域市町村圏消防本部と消防相互応援協定締結白河地方広域市町村圏消防本部と消防相互応援協定締結白河地方広域市町村圏消防本部と消防相互応援協定締結白河地方広域市町村圏消防本部と消防相互応援協定締結    

日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに防火号寄贈される。（広報車８号車）日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに防火号寄贈される。（広報車８号車）日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに防火号寄贈される。（広報車８号車）日本消防協会から頃藤婦人防火クラブに防火号寄贈される。（広報車８号車）    

日本消防協会から乗用車寄贈される。（１２号車）日本消防協会から乗用車寄贈される。（１２号車）日本消防協会から乗用車寄贈される。（１２号車）日本消防協会から乗用車寄贈される。（１２号車）    

    

茨城県広域消防相互応援協定締結（変更）茨城県広域消防相互応援協定締結（変更）茨城県広域消防相互応援協定締結（変更）茨城県広域消防相互応援協定締結（変更）    

日本消防協会から山田婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から山田婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から山田婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。日本消防協会から山田婦人防火クラブに軽可搬ポンプ寄贈される。    

    

消防緊急通信指令施設を更新消防緊急通信指令施設を更新消防緊急通信指令施設を更新消防緊急通信指令施設を更新    

第１２回全国婦人消防操法大会出場（山田婦人防火クラブ）第１２回全国婦人消防操法大会出場（山田婦人防火クラブ）第１２回全国婦人消防操法大会出場（山田婦人防火クラブ）第１２回全国婦人消防操法大会出場（山田婦人防火クラブ）    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

    

救急車更新（５号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（５号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（５号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（５号車）２Ｂ型～高規格    

優良婦人消防隊・山田婦人防火クラブ（日本消防協会表彰）優良婦人消防隊・山田婦人防火クラブ（日本消防協会表彰）優良婦人消防隊・山田婦人防火クラブ（日本消防協会表彰）優良婦人消防隊・山田婦人防火クラブ（日本消防協会表彰）    

高規格救急車運用開始高規格救急車運用開始高規格救急車運用開始高規格救急車運用開始    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ４１名４１名４１名４１名））））    

大字袋田地内で多数傷病者交通事故が発生する。この事故により当時警備に当たってい大字袋田地内で多数傷病者交通事故が発生する。この事故により当時警備に当たってい大字袋田地内で多数傷病者交通事故が発生する。この事故により当時警備に当たってい大字袋田地内で多数傷病者交通事故が発生する。この事故により当時警備に当たってい

た消防団員３名が殉職する。た消防団員３名が殉職する。た消防団員３名が殉職する。た消防団員３名が殉職する。    （死者（死者（死者（死者    ５名，重軽傷者２７名）５名，重軽傷者２７名）５名，重軽傷者２７名）５名，重軽傷者２７名）    

常陸大子ライオンズクラブ発足２０周年記念事業として，連絡車寄贈される。（１１号車）常陸大子ライオンズクラブ発足２０周年記念事業として，連絡車寄贈される。（１１号車）常陸大子ライオンズクラブ発足２０周年記念事業として，連絡車寄贈される。（１１号車）常陸大子ライオンズクラブ発足２０周年記念事業として，連絡車寄贈される。（１１号車）    

大字小生瀬地内で集団食中毒が発生する。（搬送人員大字小生瀬地内で集団食中毒が発生する。（搬送人員大字小生瀬地内で集団食中毒が発生する。（搬送人員大字小生瀬地内で集団食中毒が発生する。（搬送人員    ８０名）８０名）８０名）８０名）    

    

水槽付ポンプ自動車更新（４号車）水槽付ポンプ自動車更新（４号車）水槽付ポンプ自動車更新（４号車）水槽付ポンプ自動車更新（４号車）    

消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施        （（（（９分団４８部９分団４８部９分団４８部９分団４８部））））    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ４３名４３名４３名４３名））））    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

第５０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５０回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第４分団第１部）（第４分団第１部）（第４分団第１部）（第４分団第１部）    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第４分団選抜）（第４分団選抜）（第４分団選抜）（第４分団選抜）    

第１７回全国消防操法大会県代表選考会に久慈地区代表として出場し優勝する。第１７回全国消防操法大会県代表選考会に久慈地区代表として出場し優勝する。第１７回全国消防操法大会県代表選考会に久慈地区代表として出場し優勝する。第１７回全国消防操法大会県代表選考会に久慈地区代表として出場し優勝する。    
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１２月２２日１２月２２日１２月２２日１２月２２日    

    

平成１２年平成１２年平成１２年平成１２年    ２月２月２月２月    ９日９日９日９日    

1111０月１４日０月１４日０月１４日０月１４日    

    

    

1111０月１９日０月１９日０月１９日０月１９日    

    

1111２月２月２月２月    ４日４日４日４日    

    

平成平成平成平成1111３年３年３年３年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

    

平成１４年平成１４年平成１４年平成１４年    ２月２月２月２月    １日１日１日１日    

３月１２日３月１２日３月１２日３月１２日    

    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

平成１５年平成１５年平成１５年平成１５年    ３月３月３月３月    １日１日１日１日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

７月３１日７月３１日７月３１日７月３１日    

９月９月９月９月    １日１日１日１日    

１０月１２日１０月１２日１０月１２日１０月１２日    

    

１１月２９日１１月２９日１１月２９日１１月２９日    

    

    

平成１６年平成１６年平成１６年平成１６年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

５月１１日５月１１日５月１１日５月１１日    

    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    ２月２４日２月２４日２月２４日２月２４日    

２月２５日２月２５日２月２５日２月２５日    

１０月１０月１０月１０月    1111日日日日    

１０月１０月１０月１０月    ２日２日２日２日    

    

平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

９月３０日９月３０日９月３０日９月３０日    

    

１２月１２月１２月１２月    １日１日１日１日    

    

    

平成２０年平成２０年平成２０年平成２０年    ９月１７日９月１７日９月１７日９月１７日    

１０月１０月１０月１０月    ５日５日５日５日    

    

    

１０月１２日１０月１２日１０月１２日１０月１２日    

（小型動力ポンプ（小型動力ポンプ（小型動力ポンプ（小型動力ポンプ    第４分団選抜）第４分団選抜）第４分団選抜）第４分団選抜）    

救命ボート購入（汽船ＳＥ－３６５）救命ボート購入（汽船ＳＥ－３６５）救命ボート購入（汽船ＳＥ－３６５）救命ボート購入（汽船ＳＥ－３６５）    

    

消防ポンプ自動車（消防ポンプ自動車（消防ポンプ自動車（消防ポンプ自動車（B2B2B2B2 級小型動力ポンプ付）更新（３号車）級小型動力ポンプ付）更新（３号車）級小型動力ポンプ付）更新（３号車）級小型動力ポンプ付）更新（３号車）    

第５１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５１回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部小型動力ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第３分団第３部）（第３分団第３部）（第３分団第３部）（第３分団第３部）    

第１７回全国消防操法大会に茨城県代表として出場する。第１７回全国消防操法大会に茨城県代表として出場する。第１７回全国消防操法大会に茨城県代表として出場する。第１７回全国消防操法大会に茨城県代表として出場する。    

小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ    （第４（第４（第４（第４分団選抜）分団選抜）分団選抜）分団選抜）    

救急救命士資格取得救急救命士資格取得救急救命士資格取得救急救命士資格取得（１（１（１（１名名名名））））    

    

茨城県立消防学校へ職員茨城県立消防学校へ職員茨城県立消防学校へ職員茨城県立消防学校へ職員 1111 名派遣名派遣名派遣名派遣    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

    

女性消防団員１３名入団女性消防団員１３名入団女性消防団員１３名入団女性消防団員１３名入団    

男体山林野火災発生男体山林野火災発生男体山林野火災発生男体山林野火災発生    （１２日～１５日）（１２日～１５日）（１２日～１５日）（１２日～１５日）    

焼失面積６８．７焼失面積６８．７焼失面積６８．７焼失面積６８．７ha ha ha ha 大子・水府合計大子・水府合計大子・水府合計大子・水府合計    

大子町消防団条例の全部を改正する大子町消防団条例の全部を改正する大子町消防団条例の全部を改正する大子町消防団条例の全部を改正する。。。。    

    

救急車更新（２号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（２号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（２号車）２Ｂ型～高規格救急車更新（２号車）２Ｂ型～高規格    

消防本部事務機構の改革を実施する。消防本部事務機構の改革を実施する。消防本部事務機構の改革を実施する。消防本部事務機構の改革を実施する。    

茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣    

第３２回消防救助技術関東地区指導会出場（斜めブリッジ救助）第３２回消防救助技術関東地区指導会出場（斜めブリッジ救助）第３２回消防救助技術関東地区指導会出場（斜めブリッジ救助）第３２回消防救助技術関東地区指導会出場（斜めブリッジ救助）    

大子町消防通信規程大子町消防通信規程大子町消防通信規程大子町消防通信規程を制定を制定を制定を制定    

第５４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会第５４回茨城県消防ポンプ操法競技大会久慈地区大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        優優優優勝勝勝勝    （第７分団選抜）（第７分団選抜）（第７分団選抜）（第７分団選抜）    

自治体消防制度５５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度５５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度５５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度５５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        第４位第４位第４位第４位    （第７分団選抜）（第７分団選抜）（第７分団選抜）（第７分団選抜）    

    

緊急消防援助隊登録緊急消防援助隊登録緊急消防援助隊登録緊急消防援助隊登録    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

    

全消防職員ＡＥＤ救命講習修了全消防職員ＡＥＤ救命講習修了全消防職員ＡＥＤ救命講習修了全消防職員ＡＥＤ救命講習修了    

消防団無線配備消防団無線配備消防団無線配備消防団無線配備    

機能別消防団員制度を導入する。機能別消防団員制度を導入する。機能別消防団員制度を導入する。機能別消防団員制度を導入する。（４分団・９分団）（４分団・９分団）（４分団・９分団）（４分団・９分団）    

第５６回茨城県消防ポンプ操法大会が県北地区大会となる。第５６回茨城県消防ポンプ操法大会が県北地区大会となる。第５６回茨城県消防ポンプ操法大会が県北地区大会となる。第５６回茨城県消防ポンプ操法大会が県北地区大会となる。    

    

大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正大子町職員定数条例一部改正    （（（（消防職員定数消防職員定数消防職員定数消防職員定数    ４４４４６６６６名名名名））））    

大子町消防本部組織規則の一部改正（２課）大子町消防本部組織規則の一部改正（２課）大子町消防本部組織規則の一部改正（２課）大子町消防本部組織規則の一部改正（２課）    

第５８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）    

第２１回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２１回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２１回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２１回全国消防操法大会茨城県代表選考会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）    

    

指揮隊車更新（１号車）指揮隊車更新（１号車）指揮隊車更新（１号車）指揮隊車更新（１号車）    

第５９回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５９回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５９回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第５９回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

ポンプ車操法の部ポンプ車操法の部ポンプ車操法の部ポンプ車操法の部        優優優優勝勝勝勝    （第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）（第３分団第２部）    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        準優勝準優勝準優勝準優勝    （第３分団第１部）（第３分団第１部）（第３分団第１部）（第３分団第１部）    

第２１回全国消防操法大会第２１回全国消防操法大会第２１回全国消防操法大会第２１回全国消防操法大会    
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平成２１年平成２１年平成２１年平成２１年    ９月２７日９月２７日９月２７日９月２７日    

    

    

平成２２年平成２２年平成２２年平成２２年    ４月２６日４月２６日４月２６日４月２６日    

１１月１１月１１月１１月    ９日９日９日９日    

１２月１４日１２月１４日１２月１４日１２月１４日    

    

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ３月１１３月１１３月１１３月１１日日日日    

    

    

    

４月４月４月４月    ７日７日７日７日    

１０月１０月１０月１０月    １日１日１日１日    

    

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ２月２８日２月２８日２月２８日２月２８日    

９月３０日９月３０日９月３０日９月３０日    

    

    

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ９月２９日９月２９日９月２９日９月２９日    

    

１１月１１月１１月１１月    ３日３日３日３日    

    

    

平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ２月１７日２月１７日２月１７日２月１７日    

２月２月２月２月２３日２３日２３日２３日    

３月３月３月３月    ６日６日６日６日    

４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

９月１１日９月１１日９月１１日９月１１日・１６日・１６日・１６日・１６日    

９月２７日９月２７日９月２７日９月２７日    

    

１１月２１日１１月２１日１１月２１日１１月２１日    

    

１２月１６日１２月１６日１２月１６日１２月１６日    

    

平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    ２月１７日２月１７日２月１７日２月１７日    

３月３月３月３月    ８日８日８日８日    

６月６月６月６月    １日１日１日１日    

９月２５日９月２５日９月２５日９月２５日    

    

    

平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年    １月１２日１月１２日１月１２日１月１２日    

    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

９月２４日９月２４日９月２４日９月２４日    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優良賞優良賞優良賞優良賞    （第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）    

    

第６０回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６０回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６０回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６０回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優優優優勝勝勝勝    （第４分団選抜）（第４分団選抜）（第４分団選抜）（第４分団選抜）    

    

救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）救急救命士資格取得（１名）    

高規格救急車更新（救急１）高規格救急車更新（救急１）高規格救急車更新（救急１）高規格救急車更新（救急１）    

訓練塔更新訓練塔更新訓練塔更新訓練塔更新    

    

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    （大子町：（大子町：（大子町：（大子町：震度５強）震度５強）震度５強）震度５強）    

大子町役場庁舎の大子町役場庁舎の大子町役場庁舎の大子町役場庁舎の損傷損傷損傷損傷やややや非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源確保確保確保確保の問題から災害対策本部を大子町消防本部の問題から災害対策本部を大子町消防本部の問題から災害対策本部を大子町消防本部の問題から災害対策本部を大子町消防本部    

会議室へ設置する。会議室へ設置する。会議室へ設置する。会議室へ設置する。    

大子町消防職員・大子町消防団員大子町消防職員・大子町消防団員大子町消防職員・大子町消防団員大子町消防職員・大子町消防団員    全員で情報収集や警戒にあたる。全員で情報収集や警戒にあたる。全員で情報収集や警戒にあたる。全員で情報収集や警戒にあたる。    

庁舎裏駐車場舗装（ドクターヘリランデブーポイント）庁舎裏駐車場舗装（ドクターヘリランデブーポイント）庁舎裏駐車場舗装（ドクターヘリランデブーポイント）庁舎裏駐車場舗装（ドクターヘリランデブーポイント）    

東日本大震災の教訓により東日本大震災の教訓により東日本大震災の教訓により東日本大震災の教訓により，，，，部に置く部に置く部に置く部に置く機能別消防団員機能別消防団員機能別消防団員機能別消防団員（情報収集団員）（情報収集団員）（情報収集団員）（情報収集団員）をををを４８名４８名４８名４８名任命する。任命する。任命する。任命する。    

    

災害支援車災害支援車災害支援車災害支援車（小型クレーン付）を配備（小型クレーン付）を配備（小型クレーン付）を配備（小型クレーン付）を配備    

第６３第６３第６３第６３回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優優優優勝勝勝勝    （第７（第７（第７（第７分団選抜）分団選抜）分団選抜）分団選抜）    

    

第６４回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６４回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６４回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６４回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第８分団選抜）（第８分団選抜）（第８分団選抜）（第８分団選抜）    

自治体消防制度６５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度６５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度６５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会自治体消防制度６５周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会    

小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第８分団選抜）（第８分団選抜）（第８分団選抜）（第８分団選抜）    

    

大子町消防本部組織規則の一部改正（３課）大子町消防本部組織規則の一部改正（３課）大子町消防本部組織規則の一部改正（３課）大子町消防本部組織規則の一部改正（３課）    

    

非常用発電機切替盤改修工事及び更新工事非常用発電機切替盤改修工事及び更新工事非常用発電機切替盤改修工事及び更新工事非常用発電機切替盤改修工事及び更新工事    

水槽付水槽付水槽付水槽付消防消防消防消防ポンプ自動車更新（タンクポンプ自動車更新（タンクポンプ自動車更新（タンクポンプ自動車更新（タンク１１１１））））    

大子町消防本部・大子町消防団大子町消防本部・大子町消防団大子町消防本部・大子町消防団大子町消防本部・大子町消防団    消防庁長官より竿頭綬を授与される。消防庁長官より竿頭綬を授与される。消防庁長官より竿頭綬を授与される。消防庁長官より竿頭綬を授与される。    

茨城県立消防学校へ職員１名派遣茨城県立消防学校へ職員１名派遣茨城県立消防学校へ職員１名派遣茨城県立消防学校へ職員１名派遣    

大子町潜水業務に関する規定を制定大子町潜水業務に関する規定を制定大子町潜水業務に関する規定を制定大子町潜水業務に関する規定を制定    

関東・東北豪雨に伴う消防広域応援隊を派遣する。（常総市）関東・東北豪雨に伴う消防広域応援隊を派遣する。（常総市）関東・東北豪雨に伴う消防広域応援隊を派遣する。（常総市）関東・東北豪雨に伴う消防広域応援隊を派遣する。（常総市）    

第６６回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６６回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６６回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６６回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

    小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        優勝優勝優勝優勝    （第１分団選抜）（第１分団選抜）（第１分団選抜）（第１分団選抜）    

第２５回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２５回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２５回全国消防操法大会茨城県代表選考会第２５回全国消防操法大会茨城県代表選考会    

    小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部小型ポンプの部        出場出場出場出場    （第１分団選抜）（第１分団選抜）（第１分団選抜）（第１分団選抜）    

いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣    

    

広報車を更新広報車を更新広報車を更新広報車を更新    

大子町消防団が日本消防協会特別表彰「まとい」を受章する。大子町消防団が日本消防協会特別表彰「まとい」を受章する。大子町消防団が日本消防協会特別表彰「まとい」を受章する。大子町消防団が日本消防協会特別表彰「まとい」を受章する。    

いばらき消防指令センター共同運用開始いばらき消防指令センター共同運用開始いばらき消防指令センター共同運用開始いばらき消防指令センター共同運用開始    

第６７回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６７回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６７回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６７回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    

    小型ポンプ操法の部小型ポンプ操法の部小型ポンプ操法の部小型ポンプ操法の部        優勝優勝優勝優勝    （第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）（第２分団選抜）    

    

救助工作車を更新救助工作車を更新救助工作車を更新救助工作車を更新    

茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣茨城県防災航空隊へ職員１名派遣    

消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施    （第７分団第１部（第７分団第１部（第７分団第１部（第７分団第１部と第３部をと第３部をと第３部をと第３部を統廃合）統廃合）統廃合）統廃合）    

第６８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会第６８回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会    
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平成３０年平成３０年平成３０年平成３０年    ２２２２月１４月１４月１４月１４日日日日    

    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    

    

    

自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部自動車ポンプの部        準優勝準優勝準優勝準優勝    （第３分団選抜）（第３分団選抜）（第３分団選抜）（第３分団選抜）    

高規格救急車を更新高規格救急車を更新高規格救急車を更新高規格救急車を更新    

いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣いばらき消防指令センターへ職員１名派遣    

消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施    （第１分団第４部と第５部を統廃合）（第１分団第４部と第５部を統廃合）（第１分団第４部と第５部を統廃合）（第１分団第４部と第５部を統廃合）    

消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施消防団機構改革実施    （部に置く機能別消防団員の出場区域の変更）（部に置く機能別消防団員の出場区域の変更）（部に置く機能別消防団員の出場区域の変更）（部に置く機能別消防団員の出場区域の変更）    
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２２２２    歴代消防長・団長歴代消防長・団長歴代消防長・団長歴代消防長・団長    

    

歴代消防長歴代消防長歴代消防長歴代消防長                    國谷國谷國谷國谷    順一郎順一郎順一郎順一郎            昭和４４年昭和４４年昭和４４年昭和４４年    ４月～昭和４４年４月～昭和４４年４月～昭和４４年４月～昭和４４年    ５月（事務取扱）５月（事務取扱）５月（事務取扱）５月（事務取扱）    

鈴木鈴木鈴木鈴木        市良市良市良市良            昭和４４年昭和４４年昭和４４年昭和４４年    ５月～昭和４７年５月～昭和４７年５月～昭和４７年５月～昭和４７年    ５月５月５月５月    

國谷國谷國谷國谷    順一郎順一郎順一郎順一郎            昭和４７年昭和４７年昭和４７年昭和４７年    ６月～昭和４９年１１月（事務取扱）６月～昭和４９年１１月（事務取扱）６月～昭和４９年１１月（事務取扱）６月～昭和４９年１１月（事務取扱）    

宮田宮田宮田宮田    秀二郎秀二郎秀二郎秀二郎            昭和５０年昭和５０年昭和５０年昭和５０年    １月～昭和５８年１月～昭和５８年１月～昭和５８年１月～昭和５８年    ４月（事務取扱）４月（事務取扱）４月（事務取扱）４月（事務取扱）    

島根島根島根島根        久雄久雄久雄久雄            昭和５８年昭和５８年昭和５８年昭和５８年    ５月～昭和６１年５月～昭和６１年５月～昭和６１年５月～昭和６１年    ３月３月３月３月    

宮田宮田宮田宮田    秀二郎秀二郎秀二郎秀二郎            昭和６１年昭和６１年昭和６１年昭和６１年    ４月～昭和６２年４月～昭和６２年４月～昭和６２年４月～昭和６２年    １月（事務取扱）１月（事務取扱）１月（事務取扱）１月（事務取扱）    

黒田黒田黒田黒田            宏宏宏宏            昭和６２年昭和６２年昭和６２年昭和６２年    １月～昭和６３年１月～昭和６３年１月～昭和６３年１月～昭和６３年    ６月（事務取扱）６月（事務取扱）６月（事務取扱）６月（事務取扱）    

大高大高大高大高            修修修修            昭和６３年昭和６３年昭和６３年昭和６３年    ７月～平成７月～平成７月～平成７月～平成    ３年３年３年３年    ３月３月３月３月    

菊池菊池菊池菊池        和彦和彦和彦和彦            平成平成平成平成    ３年３年３年３年    ４月～平成４月～平成４月～平成４月～平成    ５年５年５年５年    ３月３月３月３月    

黒田黒田黒田黒田            宏宏宏宏            平成平成平成平成    ５年５年５年５年    ４月～平成４月～平成４月～平成４月～平成    ９年９年９年９年    ３月（事務取扱）３月（事務取扱）３月（事務取扱）３月（事務取扱）    

宇佐美宇佐美宇佐美宇佐美    忠正忠正忠正忠正            平成平成平成平成    ９年９年９年９年    ４月～平成１３年４月～平成１３年４月～平成１３年４月～平成１３年    ３月３月３月３月    

藤田藤田藤田藤田        光啓光啓光啓光啓            平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年    ４４４４月～平成１９年月～平成１９年月～平成１９年月～平成１９年    ３月３月３月３月    

武士武士武士武士        鉄久鉄久鉄久鉄久            平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年    ４月～平成２１年４月～平成２１年４月～平成２１年４月～平成２１年    ３月３月３月３月    

安島安島安島安島        寿広寿広寿広寿広            平成２１年平成２１年平成２１年平成２１年    ４月～４月～４月～４月～平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ３月３月３月３月    

石井石井石井石井            修修修修            平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ４月～平成２８４月～平成２８４月～平成２８４月～平成２８年年年年    ３月３月３月３月    

根本根本根本根本        正一正一正一正一            平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    ４月～４月～４月～４月～    現現現現    在在在在    

            

歴代消防団長歴代消防団長歴代消防団長歴代消防団長                野内野内野内野内        得二得二得二得二            昭和３０年昭和３０年昭和３０年昭和３０年    ３月３月３月３月～昭和３２年～昭和３２年～昭和３２年～昭和３２年    ２月２月２月２月    

斎藤斎藤斎藤斎藤        末松末松末松末松            昭和３２年昭和３２年昭和３２年昭和３２年    ２月～昭和３５年１０月２月～昭和３５年１０月２月～昭和３５年１０月２月～昭和３５年１０月    

大森大森大森大森        監物監物監物監物            昭和３５年１０月～昭和３７年昭和３５年１０月～昭和３７年昭和３５年１０月～昭和３７年昭和３５年１０月～昭和３７年    ５月５月５月５月    

鈴木鈴木鈴木鈴木        市良市良市良市良            昭和３７年昭和３７年昭和３７年昭和３７年    ５月～昭和４４年５月～昭和４４年５月～昭和４４年５月～昭和４４年    ５月５月５月５月    

川井川井川井川井        一郎一郎一郎一郎            昭和４４年昭和４４年昭和４４年昭和４４年    ５月～平成５月～平成５月～平成５月～平成    ３年３年３年３年    ３月３月３月３月    

川井川井川井川井        三雄三雄三雄三雄            平成平成平成平成    ３年３年３年３年    ４月～平成４月～平成４月～平成４月～平成    ７年７年７年７年    ９月９月９月９月    

小磯小磯小磯小磯            勲勲勲勲            平成平成平成平成    ７年１０月～平成１０年１０月７年１０月～平成１０年１０月７年１０月～平成１０年１０月７年１０月～平成１０年１０月    

川井川井川井川井            憲憲憲憲            平成１０年１０月～平成２０年平成１０年１０月～平成２０年平成１０年１０月～平成２０年平成１０年１０月～平成２０年    ３月３月３月３月    

小盛小盛小盛小盛        久男久男久男久男            平成２０年平成２０年平成２０年平成２０年    ４月～４月～４月～４月～平成２８平成２８平成２８平成２８年年年年    ３月３月３月３月    

藤田藤田藤田藤田            稔稔稔稔            平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    ４月～４月～４月～４月～    現現現現    在在在在    
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１１１１    消防の組織（消防本部・消防署・消防団組織図）消防の組織（消防本部・消防署・消防団組織図）消防の組織（消防本部・消防署・消防団組織図）消防の組織（消防本部・消防署・消防団組織図）                                    平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在    

消消消消
防防防防
長長長長

第1部～第6部第1部～第6部第1部～第6部第1部～第6部

第２中隊第２中隊第２中隊第２中隊

署　　長署　　長署　　長署　　長

第１中隊第１中隊第１中隊第１中隊

町町町町
　　　　
長長長長

消 防 署消 防 署消 防 署消 防 署

予 防 課予 防 課予 防 課予 防 課

総 務 係総 務 係総 務 係総 務 係

警 防 係警 防 係警 防 係警 防 係

救 急 係救 急 係救 急 係救 急 係

予 防 係予 防 係予 防 係予 防 係

通信指令室通信指令室通信指令室通信指令室

第１分団第１分団第１分団第１分団 第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部

消防本部消防本部消防本部消防本部

第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部

第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部

第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部第1部～第5部

第1部～第7部第1部～第7部第1部～第7部第1部～第7部

第７分団第７分団第７分団第７分団

第８分団第８分団第８分団第８分団

第1部～第4部第1部～第4部第1部～第4部第1部～第4部

第1部～第6部第1部～第6部第1部～第6部第1部～第6部

消 防 課消 防 課消 防 課消 防 課

第９分団第９分団第９分団第９分団
機能別団員有機能別団員有機能別団員有機能別団員有

９分団４６部９分団４６部９分団４６部９分団４６部
各部に機能別団員1名各部に機能別団員1名各部に機能別団員1名各部に機能別団員1名

第２分団第２分団第２分団第２分団

第３分団第３分団第３分団第３分団
機能別団員有機能別団員有機能別団員有機能別団員有

第４分団第４分団第４分団第４分団
機能別団員有機能別団員有機能別団員有機能別団員有

第５分団第５分団第５分団第５分団

第６分団第６分団第６分団第６分団

第1部～第3部第1部～第3部第1部～第3部第1部～第3部

指 導 員指 導 員指 導 員指 導 員

女性団員女性団員女性団員女性団員

警 防 課警 防 課警 防 課警 防 課

消 防 団消 防 団消 防 団消 防 団

次次次次
　　　　
長長長長

団　長団　長団　長団　長 副団長副団長副団長副団長

団　本　部団　本　部団　本　部団　本　部
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２２２２    消防庁舎の現況消防庁舎の現況消防庁舎の現況消防庁舎の現況    

名名名名        称称称称    位位位位        置置置置    建物構造建物構造建物構造建物構造    
面面面面        積（㎡）積（㎡）積（㎡）積（㎡）    

建築年月建築年月建築年月建築年月    
延べ延べ延べ延べ面積面積面積面積    敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積    

大子町大子町大子町大子町    

消防本部（署）消防本部（署）消防本部（署）消防本部（署）    
久慈郡大子町池田久慈郡大子町池田久慈郡大子町池田久慈郡大子町池田2626262626262626    

鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造    

2222 階建階建階建階建    
1,2091,2091,2091,209....22222222    5,8995,8995,8995,899    昭和５４年昭和５４年昭和５４年昭和５４年    ８月８月８月８月    

    

    

    

    



【総【総【総【総    務】務】務】務】    

 15

３３３３    消防本部事務分掌消防本部事務分掌消防本部事務分掌消防本部事務分掌    

消消消消 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課課課課    

総総総総 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

務務務務 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係係係係    

１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

６６６６    

７７７７    

８８８８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１１１１１１１１    

１２１２１２１２    

１３１３１３１３    

１４１４１４１４    

１５１５１５１５    

１６１６１６１６    

１７１７１７１７    

１８１８１８１８    

文書の収受，発送，保存及び文書の収受，発送，保存及び文書の収受，発送，保存及び文書の収受，発送，保存及び廃棄に関すること。廃棄に関すること。廃棄に関すること。廃棄に関すること。    

公印の保管に関すること。公印の保管に関すること。公印の保管に関すること。公印の保管に関すること。    

消防関係例規に関すること。消防関係例規に関すること。消防関係例規に関すること。消防関係例規に関すること。    

渉外に関すること。渉外に関すること。渉外に関すること。渉外に関すること。    

表彰に関すること。表彰に関すること。表彰に関すること。表彰に関すること。    

企画及び消防統計に関すること。企画及び消防統計に関すること。企画及び消防統計に関すること。企画及び消防統計に関すること。    

消防職員の人事及び給与に関すること。消防職員の人事及び給与に関すること。消防職員の人事及び給与に関すること。消防職員の人事及び給与に関すること。    

消防職員の服務及び服制に関すること。消防職員の服務及び服制に関すること。消防職員の服務及び服制に関すること。消防職員の服務及び服制に関すること。    

消防職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。消防職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。消防職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。消防職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。    

消防職員の研修に関すること。消防職員の研修に関すること。消防職員の研修に関すること。消防職員の研修に関すること。    

消防職員委員会に関すること。消防職員委員会に関すること。消防職員委員会に関すること。消防職員委員会に関すること。    

消防団に関すること。消防団に関すること。消防団に関すること。消防団に関すること。    

公務災害補償，退職報償等に関すること。公務災害補償，退職報償等に関すること。公務災害補償，退職報償等に関すること。公務災害補償，退職報償等に関すること。    

予算及び経理に関すること。予算及び経理に関すること。予算及び経理に関すること。予算及び経理に関すること。    

公有財産の管理に関すること。公有財産の管理に関すること。公有財産の管理に関すること。公有財産の管理に関すること。    

消防職員等の貸与品に関すること。消防職員等の貸与品に関すること。消防職員等の貸与品に関すること。消防職員等の貸与品に関すること。    

消防協会に関すること。消防協会に関すること。消防協会に関すること。消防協会に関すること。    

他の係に属しない事務に関すること。他の係に属しない事務に関すること。他の係に属しない事務に関すること。他の係に属しない事務に関すること。    

警警警警 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課課課課    

警警警警 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係係係係    
１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

６６６６    

７７７７    

８８８８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１１１１１１１１    

警防計画に関すること。警防計画に関すること。警防計画に関すること。警防計画に関すること。    

消防水利及び地理の調査保全に関すること。消防水利及び地理の調査保全に関すること。消防水利及び地理の調査保全に関すること。消防水利及び地理の調査保全に関すること。    

消防相互応援に関すること。消防相互応援に関すること。消防相互応援に関すること。消防相互応援に関すること。    

消防施設，設備，資機材等の整備及び維持管理に関すること。消防施設，設備，資機材等の整備及び維持管理に関すること。消防施設，設備，資機材等の整備及び維持管理に関すること。消防施設，設備，資機材等の整備及び維持管理に関すること。    

消防技術の研究及び訓練に関すること。消防技術の研究及び訓練に関すること。消防技術の研究及び訓練に関すること。消防技術の研究及び訓練に関すること。    

消防団員の訓練指導に関すること。消防団員の訓練指導に関すること。消防団員の訓練指導に関すること。消防団員の訓練指導に関すること。    

開発行為に伴う消防同意に関すること。開発行為に伴う消防同意に関すること。開発行為に伴う消防同意に関すること。開発行為に伴う消防同意に関すること。    

救助活動計画に関すること。救助活動計画に関すること。救助活動計画に関すること。救助活動計画に関すること。    

救助の統計に関すること。救助の統計に関すること。救助の統計に関すること。救助の統計に関すること。    

救助資機救助資機救助資機救助資機材の整備及び維持管理に関すること。材の整備及び維持管理に関すること。材の整備及び維持管理に関すること。材の整備及び維持管理に関すること。    

救助隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救助隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救助隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救助隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。    
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警警警警 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課課課課    

救救救救 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

急急急急 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係係係係    

１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

６６６６    

７７７７    

救急活動計画に関すること。救急活動計画に関すること。救急活動計画に関すること。救急活動計画に関すること。    

救急の統計に関すること。救急の統計に関すること。救急の統計に関すること。救急の統計に関すること。    

救急資機材の整備及び維持管理に関すること。救急資機材の整備及び維持管理に関すること。救急資機材の整備及び維持管理に関すること。救急資機材の整備及び維持管理に関すること。    

救急医療情報に関すること。救急医療情報に関すること。救急医療情報に関すること。救急医療情報に関すること。    

救急隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救急隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救急隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。救急隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。    

応急手当の普及啓発に関すること。応急手当の普及啓発に関すること。応急手当の普及啓発に関すること。応急手当の普及啓発に関すること。    

水戸地区医療協議会に関すること。水戸地区医療協議会に関すること。水戸地区医療協議会に関すること。水戸地区医療協議会に関すること。    

通
信
指
令
室

通
信
指
令
室

通
信
指
令
室

通
信
指
令
室    

１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

６６６６    

７７７７    

８８８８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１１１１１１１１    

１２１２１２１２    

出場指令に関すること。出場指令に関すること。出場指令に関すること。出場指令に関すること。    

消防通信の統制に関すること。消防通信の統制に関すること。消防通信の統制に関すること。消防通信の統制に関すること。    

消防通信の記録等に関すること。消防通信の記録等に関すること。消防通信の記録等に関すること。消防通信の記録等に関すること。    

気象情報及び災害警報に関すること。気象情報及び災害警報に関すること。気象情報及び災害警報に関すること。気象情報及び災害警報に関すること。    

通信施設の維持管理に関すること。通信施設の維持管理に関すること。通信施設の維持管理に関すること。通信施設の維持管理に関すること。    

消防無線局に関すること。消防無線局に関すること。消防無線局に関すること。消防無線局に関すること。    

気象観測機器の維持管理に関すること。気象観測機器の維持管理に関すること。気象観測機器の維持管理に関すること。気象観測機器の維持管理に関すること。    

消防情報等の収集処理及び提供に関すること。消防情報等の収集処理及び提供に関すること。消防情報等の収集処理及び提供に関すること。消防情報等の収集処理及び提供に関すること。    

緊急情報システムの運用及び維持管理に関すること。緊急情報システムの運用及び維持管理に関すること。緊急情報システムの運用及び維持管理に関すること。緊急情報システムの運用及び維持管理に関すること。    

防災行政無線に関すること。防災行政無線に関すること。防災行政無線に関すること。防災行政無線に関すること。    

消防通信に関する研修及び指導に関すること。消防通信に関する研修及び指導に関すること。消防通信に関する研修及び指導に関すること。消防通信に関する研修及び指導に関すること。    

その他通信指令に関すること。その他通信指令に関すること。その他通信指令に関すること。その他通信指令に関すること。    

予予予予 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課課課課    

予予予予 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防防防防 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係係係係    
１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

６６６６    

７７７７    

８８８８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１１１１１１１１    

１２１２１２１２    

１３１３１３１３    

火災予防の指導に関すること。火災予防の指導に関すること。火災予防の指導に関すること。火災予防の指導に関すること。    

火災原因及び損害の調査に関すること。火災原因及び損害の調査に関すること。火災原因及び損害の調査に関すること。火災原因及び損害の調査に関すること。    

り災等の証明に関すること。り災等の証明に関すること。り災等の証明に関すること。り災等の証明に関すること。    

火災予防関係届出の処理に関すること。火災予防関係届出の処理に関すること。火災予防関係届出の処理に関すること。火災予防関係届出の処理に関すること。    

火災予防の広報及び統計に関すること。火災予防の広報及び統計に関すること。火災予防の広報及び統計に関すること。火災予防の広報及び統計に関すること。    

建築確認の同意事務に関すること。建築確認の同意事務に関すること。建築確認の同意事務に関すること。建築確認の同意事務に関すること。    

消防用設備等に関すること。消防用設備等に関すること。消防用設備等に関すること。消防用設備等に関すること。    

防火管理者の育成指導に関すること。防火管理者の育成指導に関すること。防火管理者の育成指導に関すること。防火管理者の育成指導に関すること。    

防火対象物の査察，指導及び違反処理に関すること。防火対象物の査察，指導及び違反処理に関すること。防火対象物の査察，指導及び違反処理に関すること。防火対象物の査察，指導及び違反処理に関すること。    

防火クラブ等の育成に関すること。防火クラブ等の育成に関すること。防火クラブ等の育成に関すること。防火クラブ等の育成に関すること。    

危険物製造所等の規制に関すること。危険物製造所等の規制に関すること。危険物製造所等の規制に関すること。危険物製造所等の規制に関すること。    

危険物等の査察，指導及び違反処理に関すること。危険物等の査察，指導及び違反処理に関すること。危険物等の査察，指導及び違反処理に関すること。危険物等の査察，指導及び違反処理に関すること。    

危険物安全協会に関すること。危険物安全協会に関すること。危険物安全協会に関すること。危険物安全協会に関すること。    
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H26H26H26H26 2.52.52.52.5 人人人人

H27H27H27H27 2.52.52.52.5 人人人人

H28H28H28H28 2.42.42.42.4 人人人人

H29H29H29H29 2.42.42.42.4 人人人人

H30H30H30H30 2.42.42.42.4 人人人人

H26H26H26H26

H27H27H27H27

H28H28H28H28

人人人人

世帯世帯世帯世帯

㎢㎢㎢㎢

29,63629,63629,63629,636

19,34919,34919,34919,349

7,6067,6067,6067,606

18,91418,91418,91418,914

7,5587,5587,5587,558

平成３０年４月１日現在平成３０年４月１日現在平成３０年４月１日現在平成３０年４月１日現在

H29H29H29H29

548,222548,222548,222548,222 18,49818,49818,49818,498

408.7408.7408.7408.7

６　消防職員一人当たりの人口及び世帯数６　消防職員一人当たりの人口及び世帯数６　消防職員一人当たりの人口及び世帯数６　消防職員一人当たりの人口及び世帯数

64,18564,18564,18564,185480,361480,361480,361480,361

466,824466,824466,824466,824

備考欄　上段：世帯数備考欄　上段：世帯数備考欄　上段：世帯数備考欄　上段：世帯数
下段：人　口下段：人　口下段：人　口下段：人　口

H30H30H30H30

26,66326,66326,66326,663

173.2173.2173.2173.2

消防職員一人当たりの人口消防職員一人当たりの人口消防職員一人当たりの人口消防職員一人当たりの人口

種　　　　　　　　別種　　　　　　　　別種　　　　　　　　別種　　　　　　　　別

消防職員一人当たりの世帯数消防職員一人当たりの世帯数消防職員一人当たりの世帯数消防職員一人当たりの世帯数

　　　円　　　円　　　円　　　円　　　円　　　円　　　円　　　円 7,6717,6717,6717,671

62,68662,68662,68662,686

　　千円　　千円　　千円　　千円

7,4477,4477,4477,447

17,57217,57217,57217,572

7,4847,4847,4847,484

18,01618,01618,01618,016

26,56626,56626,56626,566

68,08068,08068,08068,080

570,696570,696570,696570,696 29,49429,49429,49429,49474,39674,39674,39674,396

517,822517,822517,822517,822

7,4847,4847,4847,484 8,8358,8358,8358,835

消防予算消防予算消防予算消防予算 一世帯当たり一世帯当たり一世帯当たり一世帯当たり 町民一人当たり町民一人当たり町民一人当たり町民一人当たり

8,6228,6228,6228,622 8,9508,9508,9508,950

各年４月１日現在各年４月１日現在各年４月１日現在各年４月１日現在

　　　　　 区分　　　　　 区分　　　　　 区分　　　　　 区分

年度年度年度年度

7,4477,4477,4477,447

55.355.355.355.3

53.953.953.953.9

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

人口密度人口密度人口密度人口密度

59.459.459.459.4

58.158.158.158.1

56.856.856.856.8

の人口の人口の人口の人口
一世帯当たり一世帯当たり一世帯当たり一世帯当たり

17,57217,57217,57217,572

男男男男

人　　　　口人　　　　口人　　　　口人　　　　口

9,4639,4639,4639,463

9,6759,6759,6759,675

9,4539,4539,4539,453

9,1819,1819,1819,181

18,49818,49818,49818,498

18,91418,91418,91418,914

19,34919,34919,34919,349 9,8869,8869,8869,886

9,0459,0459,0459,045

女女女女

消防職員一人当たりの面積消防職員一人当たりの面積消防職員一人当たりの面積消防職員一人当たりの面積 7.67.67.67.6

４　人口及び世帯数４　人口及び世帯数４　人口及び世帯数４　人口及び世帯数

27,37727,37727,37727,377

72,53572,53572,53572,535

５　世帯及び人口当たりの消防費５　世帯及び人口当たりの消防費５　世帯及び人口当たりの消防費５　世帯及び人口当たりの消防費

各年４月１日現在各年４月１日現在各年４月１日現在各年４月１日現在

世帯数世帯数世帯数世帯数

7,6717,6717,6717,671

7,6067,6067,6067,606

7,5587,5587,5587,558

9,2399,2399,2399,239

　　　　　 区分　　　　　 区分　　　　　 区分　　　　　 区分

年度年度年度年度 総　数総　数総　数総　数

18,01618,01618,01618,016
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７７７７    一般会計予算と消防予算との比較一般会計予算と消防予算との比較一般会計予算と消防予算との比較一般会計予算と消防予算との比較    

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算 消防予算消防予算消防予算消防予算
常　 備常　 備常　 備常　 備
消防費消防費消防費消防費

非常備非常備非常備非常備
消防費消防費消防費消防費

消　 防消　 防消　 防消　 防
施設費施設費施設費施設費

水防費水防費水防費水防費
災　 害災　 害災　 害災　 害
対策費対策費対策費対策費

比率比率比率比率

H26H26H26H26 11,610,00011,610,00011,610,00011,610,000 570,696570,696570,696570,696 465,150465,150465,150465,150 57,79457,79457,79457,794 12,58512,58512,58512,585 593593593593 34,60434,60434,60434,604 4.9%4.9%4.9%4.9%

H27H27H27H27 9,618,0009,618,0009,618,0009,618,000 517,822517,822517,822517,822 409,777409,777409,777409,777 54,06154,06154,06154,061 25,99625,99625,99625,996 512512512512 27,47627,47627,47627,476 5.4%5.4%5.4%5.4%

H28H28H28H28 9,452,0009,452,0009,452,0009,452,000 548,222548,222548,222548,222 361,239361,239361,239361,239 53,61953,61953,61953,619 118,272118,272118,272118,272 499499499499 14,59314,59314,59314,593 5.8%5.8%5.8%5.8%

H29H29H29H29 9,374,0009,374,0009,374,0009,374,000 480,361480,361480,361480,361 348,498348,498348,498348,498 53,97053,97053,97053,970 68,33668,33668,33668,336 547547547547 9,0109,0109,0109,010 5.1%5.1%5.1%5.1%

H30H30H30H30 9,318,0009,318,0009,318,0009,318,000 466,824466,824466,824466,824 355,609355,609355,609355,609 51,48851,48851,48851,488 42,80342,80342,80342,803 538538538538 16,38616,38616,38616,386 5.0%5.0%5.0%5.0%

　　   区分　　   区分　　   区分　　   区分

年度年度年度年度

歳出歳出歳出歳出 消防予算内訳消防予算内訳消防予算内訳消防予算内訳

 

 

 

８８８８    一般会計予算と消防予算の伸び率一般会計予算と消防予算の伸び率一般会計予算と消防予算の伸び率一般会計予算と消防予算の伸び率    

 

（平成２６（平成２６（平成２６（平成２６年年年年度度度度を１００とした場合）を１００とした場合）を１００とした場合）を１００とした場合）    

70707070

80808080

90909090

100100100100

110110110110

120120120120

H26H26H26H26 H27H27H27H27 H28H28H28H28 H29H29H29H29 H30H30H30H30

一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算

消防予算消防予算消防予算消防予算
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９９９９    消防職員関係消防職員関係消防職員関係消防職員関係    

（１）消防職員の定数及び実数（１）消防職員の定数及び実数（１）消防職員の定数及び実数（１）消防職員の定数及び実数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級

区分区分区分区分

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令長司令長司令長司令長

消 　防消 　防消 　防消 　防
司 　令司 　令司 　令司 　令

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令補司令補司令補司令補

消　 防消　 防消　 防消　 防
士 　長士 　長士 　長士 　長

消 　防消 　防消 　防消 　防
副士長副士長副士長副士長

消防士消防士消防士消防士 計計計計

定　　　数定　　　数定　　　数定　　　数 46464646

実　　　数実　　　数実　　　数実　　　数 1111 12121212 10101010 5555 10101010 5555 43434343
    

    

（２）消防職員配置状況（２）消防職員配置状況（２）消防職員配置状況（２）消防職員配置状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令長司令長司令長司令長

消 　防消 　防消 　防消 　防
司 　令司 　令司 　令司 　令

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令補司令補司令補司令補

消　 防消　 防消　 防消　 防
士 　長士 　長士 　長士 　長

消 　防消 　防消 　防消 　防
副士長副士長副士長副士長

消防士消防士消防士消防士 計計計計

1111 1111

1111 1111

1111 1111

4444 2222 1111 2222 3333 12121212
(4)(4)(4)(4) (2)(2)(2)(2) (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (3)(3)(3)(3) (12)(12)(12)(12)
1111 1111

1111 1111

2222 1111 2222 5555
(2)(2)(2)(2) (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (5)(5)(5)(5)

1111 1111

3333 1111 1111 1111 6666
(3)(3)(3)(3) (1)(1)(1)(1) (1)(1)(1)(1) (5)(5)(5)(5)

1111 1111 2222
(1)(1)(1)(1) (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2)
1111 1111

1111 1111

1111 1111 4444 1111 7777
(1)(1)(1)(1) (1)(1)(1)(1) (4)(4)(4)(4) (1)(1)(1)(1) (7)(7)(7)(7)

1111 1111 2222

1111 11111111 10101010 5555 10101010 5555 42424242
(5)(5)(5)(5) (8)(8)(8)(8) (4)(4)(4)(4) (9)(9)(9)(9) (5)(5)(5)(5) (31)(31)(31)(31)
1111 1111

2222 2222

1111 4444 3333 4444 3333 15151515

2222 4444 1111 5555 2222 14141414

6666 8888 4444 9999 5555 32323232

（　 ）：兼務職員（　 ）：兼務職員（　 ）：兼務職員（　 ）：兼務職員

計計計計

　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級

配置別配置別配置別配置別

消消消消
　　　　
防防防防
　　　　
署署署署

消消消消 防防防防 長長長長

消消消消 防防防防 課課課課 長長長長

総総総総 務務務務 係係係係 長長長長

総総総総 務務務務 係係係係

第２中隊第２中隊第２中隊第２中隊

計計計計

消消消消
　　　　
防防防防
　　　　
課課課課

警警警警 防防防防 課課課課 長長長長

警警警警 防防防防 係係係係 長長長長 兼兼兼兼
通通通通信信信信指指指指令令令令室室室室長長長長

警警警警 防防防防 係係係係

予予予予 防防防防 係係係係

予予予予 防防防防 課課課課 長長長長予予予予
　　　　
防防防防
　　　　
課課課課

警警警警
　　　　
防防防防
　　　　
課課課課

派　　遣派　　遣派　　遣派　　遣

消消消消
　　　　
防防防防
　　　　
本本本本
　　　　
部部部部

署　　長署　　長署　　長署　　長

副 署 長副 署 長副 署 長副 署 長

第１中隊第１中隊第１中隊第１中隊

通通通通信信信信指指指指令令令令室室室室

救救救救 急急急急 係係係係 長長長長

救救救救 急急急急 係係係係

次次次次 長長長長

予予予予 防防防防 係係係係 長長長長
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（３）年齢別消防職員数（３）年齢別消防職員数（３）年齢別消防職員数（３）年齢別消防職員数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級

年齢年齢年齢年齢

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令長司令長司令長司令長

消 　防消 　防消 　防消 　防
司 　令司 　令司 　令司 　令

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令補司令補司令補司令補

消　 防消　 防消　 防消　 防
士 　長士 　長士 　長士 　長

消 　防消 　防消 　防消 　防
副士長副士長副士長副士長

消防士消防士消防士消防士 計計計計

　　～２０　　～２０　　～２０　　～２０ 1111 1111

２１～２５２１～２５２１～２５２１～２５ 3333 4444 7777

２６～３０２６～３０２６～３０２６～３０ 7777 7777

３１～３５３１～３５３１～３５３１～３５ 2222     2222

３６～４０３６～４０３６～４０３６～４０ 1111 3333 4444

４１～４５４１～４５４１～４５４１～４５ 6666 6666

４６～５０４６～５０４６～５０４６～５０ 3333 3333

５１～５５５１～５５５１～５５５１～５５ 6666 6666

５６～６０５６～６０５６～６０５６～６０ 1111 6666 7777

計計計計 1111 12121212 10101010 5555 10101010 5555 43434343
    

    

    

（４）勤続年数別消防職員数（４）勤続年数別消防職員数（４）勤続年数別消防職員数（４）勤続年数別消防職員数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級　　　　　　　　　　階級

勤続年数勤続年数勤続年数勤続年数

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令長司令長司令長司令長

消 　防消 　防消 　防消 　防
司 　令司 　令司 　令司 　令

消　 防消　 防消　 防消　 防
司令補司令補司令補司令補

消　 防消　 防消　 防消　 防
士 　長士 　長士 　長士 　長

消 　防消 　防消 　防消 　防
副士長副士長副士長副士長

消防士消防士消防士消防士 計計計計

５年未満５年未満５年未満５年未満 4444 4444

５ ～ ９５ ～ ９５ ～ ９５ ～ ９ 9999 1111 10101010

１０～１４１０～１４１０～１４１０～１４ 1111 1111 2222

１５～１９１５～１９１５～１９１５～１９ 2222 4444 6666

２０～２４２０～２４２０～２４２０～２４ 4444 4444

２５～２９２５～２９２５～２９２５～２９ 1111 4444 5555

３０年以上３０年以上３０年以上３０年以上 1111 11111111 12121212

計計計計 1111 12121212 10101010 5555 10101010 5555 43434343
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（５）消防職員階級別特殊技能資格取得状況（５）消防職員階級別特殊技能資格取得状況（５）消防職員階級別特殊技能資格取得状況（５）消防職員階級別特殊技能資格取得状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

消　防消　防消　防消　防
司令長司令長司令長司令長

消　防消　防消　防消　防
司　令司　令司　令司　令

消　防消　防消　防消　防
司令補司令補司令補司令補

消　防消　防消　防消　防
士　長士　長士　長士　長

消　防消　防消　防消　防
副士長副士長副士長副士長

消防士消防士消防士消防士 計計計計

7777 5555 12121212

1111 12121212 10101010 2222 2222 27272727

3333 7777     10101010

8888 9999 1111 1111 19191919

1111 1111

2222 2222

6666 4444 2222 1111     13131313

乙 種乙 種乙 種乙 種 2222 2222 2222 9999 4444 19191919

丙 種丙 種丙 種丙 種 5555 1111 6666

甲 種甲 種甲 種甲 種

乙 種乙 種乙 種乙 種 4444 3333 7777

4444 3333 1111 3333 1111 12121212

9999 10101010 5555 10101010 4444 38383838

1111 1111 2222

4444 8888 5555 8888     25252525

3333 7777 5555 8888     23232323

2222 7777 3333 7777     19191919

2222 2222 3333 7777

2222 5555 1111 8888

1111 1111 2222

査　察査　察査　察査　察 1111 1111

危険物危険物危険物危険物 1111 1111

設　備設　備設　備設　備 1111 1111

予予予予 防防防防 技技技技 術術術術 検検検検 定定定定

　　　　　　　 階級　　　　　　　 階級　　　　　　　 階級　　　　　　　 階級

区分区分区分区分

危危危危険険険険物物物物取取取取扱扱扱扱者者者者

消消消消 防防防防 設設設設 備備備備 士士士士

普普普普 通通通通

中中中中 型型型型 8888 ｔｔｔｔ 未未未未 満満満満

中中中中 型型型型 11111111 ｔｔｔｔ 未未未未 満満満満

大大大大 型型型型

大大大大 特特特特

牽牽牽牽 引引引引

自自自自 二二二二

自自自自

動動動動

車車車車

免免免免

許許許許

救救救救 急急急急 救救救救 命命命命 士士士士

特特特特 殊殊殊殊 無無無無 線線線線 技技技技 士士士士

１１１１ ６６６６ ミミミミ リリリリ 映映映映 写写写写 技技技技 術術術術 者者者者

小小小小 型型型型 移移移移 動動動動 式式式式 クククク レレレレ ーーーー ンンンン

特特特特 定定定定 化化化化 学学学学 物物物物 質質質質 等等等等作作作作 業業業業主主主主 任任任任者者者者

玉玉玉玉 掛掛掛掛 けけけけ

潜潜潜潜 水水水水 士士士士

足足足足 場場場場 作作作作 業業業業 主主主主 任任任任 者者者者

酸酸酸酸 素素素素 欠欠欠欠 乏乏乏乏 危危危危 険険険険 作作作作 業業業業 主主主主 任任任任 者者者者

二二二二 級級級級 小小小小 型型型型 船船船船 舶舶舶舶 操操操操 縦縦縦縦 士士士士
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１０１０１０１０    消防団関係消防団関係消防団関係消防団関係    

（１）消防団定数及び実数（１）消防団定数及び実数（１）消防団定数及び実数（１）消防団定数及び実数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級
区分区分区分区分 団長団長団長団長 副団長副団長副団長副団長 分団長分団長分団長分団長 副分団長副分団長副分団長副分団長 部長部長部長部長 班長班長班長班長 計計計計

定　数定　数定　数定　数 1111 3333 12121212 9999 49494949 64646464 540540540540

実　数実　数実　数実　数 1111 3333 11111111 9999 48484848 62626262 473473473473

団員団員団員団員
機能別団員機能別団員機能別団員機能別団員

402402402402

339339339339
    

（２）消防団員配置状況（２）消防団員配置状況（２）消防団員配置状況（２）消防団員配置状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級
分団分団分団分団 団長団長団長団長 副団長副団長副団長副団長 分団長分団長分団長分団長 副分団長副分団長副分団長副分団長 部長部長部長部長 班長班長班長班長 団員団員団員団員 機能別機能別機能別機能別 計計計計

団 本 部団 本 部団 本 部団 本 部 1111 3333 2222 1111 1111 8888 16161616

第１分団第１分団第１分団第１分団 1111 1111 6666 7777 31313131 6666 52525252

第２分団第２分団第２分団第２分団 1111 1111 6666 7777 34343434 6666 55555555

第３分団第３分団第３分団第３分団 1111 1111 4444 5555 22222222 9999 42424242

第４分団第４分団第４分団第４分団 1111 1111 6666 9999 32323232 13131313 62626262

第５分団第５分団第５分団第５分団 1111 1111 5555 6666 31313131 5555 49494949

第６分団第６分団第６分団第６分団 1111 1111 5555 6666 31313131 5555 49494949

第７分団第７分団第７分団第７分団 1111 1111 5555 7777 25252525 5555 44444444

第８分団第８分団第８分団第８分団 1111 1111 7777 9999 47474747 7777 72727272

第９分団第９分団第９分団第９分団 1111 1111 3333 5555 10101010 12121212 32323232

計計計計 1111 3333 11111111 9999 48484848 62626262 271271271271 68686868 473473473473

    

（３）年齢別消防団員数（３）年齢別消防団員数（３）年齢別消防団員数（３）年齢別消防団員数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級　　　　　　　階級
年齢年齢年齢年齢 団長団長団長団長 副団長副団長副団長副団長 分団長分団長分団長分団長 副分団長副分団長副分団長副分団長 部長部長部長部長 班長班長班長班長 計計計計

２０歳以下２０歳以下２０歳以下２０歳以下

２１～２５２１～２５２１～２５２１～２５ 10101010

２６～３０２６～３０２６～３０２６～３０ 34343434

３１～３５３１～３５３１～３５３１～３５ 1111 7777 75757575

３６～４０３６～４０３６～４０３６～４０ 6666 22222222 83838383

４１～４５４１～４５４１～４５４１～４５ 2222 4444 18181818 16161616 86868686

４６～５０４６～５０４６～５０４６～５０ 2222 4444 13131313 12121212 63636363

５１歳以上５１歳以上５１歳以上５１歳以上 1111 3333 7777 1111 10101010 5555 122122122122

計計計計 1111 3333 11111111 9999 48484848 62626262 473473473473

46464646

32323232

95959595

339339339339

団員団員団員団員
機能別団員機能別団員機能別団員機能別団員

10101010

34343434

67676767

55555555
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（４）勤続年数別消防団員数（４）勤続年数別消防団員数（４）勤続年数別消防団員数（４）勤続年数別消防団員数    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

　　　　 勤続年数　　　　 勤続年数　　　　 勤続年数　　　　 勤続年数

分団分団分団分団

５年未満５年未満５年未満５年未満
　５年以上　５年以上　５年以上　５年以上
１０年未満１０年未満１０年未満１０年未満

１０年以上１０年以上１０年以上１０年以上
１５年未満１５年未満１５年未満１５年未満

１５年以上１５年以上１５年以上１５年以上
２０年未満２０年未満２０年未満２０年未満

２０年以上２０年以上２０年以上２０年以上
２５年未満２５年未満２５年未満２５年未満

２５年以上２５年以上２５年以上２５年以上
３０年未満３０年未満３０年未満３０年未満

３０年以上３０年以上３０年以上３０年以上 計計計計

団 本 部団 本 部団 本 部団 本 部 3333 4444 2222 1111 1111 2222 3333 16161616

第１分団第１分団第１分団第１分団 10101010 11111111 14141414 13131313 3333 1111 52525252

第２分団第２分団第２分団第２分団 16161616 18181818 12121212 6666 2222 1111 55555555

第３分団第３分団第３分団第３分団 5555 11111111 7777 10101010 4444 2222 3333 42424242

第４分団第４分団第４分団第４分団 14141414 13131313 9999 7777 7777 6666 6666 62626262

第５分団第５分団第５分団第５分団 9999 11111111 11111111 14141414 2222 2222 49494949

第６分団第６分団第６分団第６分団 11111111 13131313 10101010 8888 4444 2222 1111 49494949

第７分団第７分団第７分団第７分団 7777 17171717 11111111 5555 3333 1111 44444444

第８分団第８分団第８分団第８分団 6666 7777 13131313 16161616 13131313 16161616 1111 72727272

第９分団第９分団第９分団第９分団 1111 5555 4444 4444 6666 7777 5555 32323232

計計計計 82828282 110110110110 93939393 84848484 45454545 39393939 20202020 473473473473
    

    

（５）階級別消防団員報酬及び出場手当（５）階級別消防団員報酬及び出場手当（５）階級別消防団員報酬及び出場手当（５）階級別消防団員報酬及び出場手当    

    

 階　　　級 階　　　級 階　　　級 階　　　級 団長団長団長団長 副団長副団長副団長副団長 分団長分団長分団長分団長 副分団長副分団長副分団長副分団長 部長部長部長部長

報酬年額（円）報酬年額（円）報酬年額（円）報酬年額（円） 97,00097,00097,00097,000                                            73,00073,00073,00073,000                                            55,00055,00055,00055,000                                            44,00044,00044,00044,000                                            37,00037,00037,00037,000                                            

 階　　　級 階　　　級 階　　　級 階　　　級 班長班長班長班長 団員団員団員団員 機能別団員機能別団員機能別団員機能別団員 運転手報酬運転手報酬運転手報酬運転手報酬 費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償

報酬年額（円）報酬年額（円）報酬年額（円）報酬年額（円） 24,00024,00024,00024,000                                            21,00021,00021,00021,000                                            10,00010,00010,00010,000                                            4,7004,7004,7004,700                                                
 １日 １日 １日 １日

1,0001,0001,0001,000

区　　　分区　　　分区　　　分区　　　分 水・火災水・火災水・火災水・火災 警戒警戒警戒警戒 訓練指導訓練指導訓練指導訓練指導 訓練訓練訓練訓練 その他その他その他その他

 １回あたりの １回あたりの １回あたりの １回あたりの
出場手当（円）出場手当（円）出場手当（円）出場手当（円）

3,0003,0003,0003,000                                                3,0003,0003,0003,000                                                1,5001,5001,5001,500                                                1,0001,0001,0001,000                                                1,0001,0001,0001,000                                                
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１１１１    防火対象物の現況防火対象物の現況防火対象物の現況防火対象物の現況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

防火対象物の用途防火対象物の用途防火対象物の用途防火対象物の用途 防火対象物防火対象物防火対象物防火対象物
防火管理者を防火管理者を防火管理者を防火管理者を
必要とする数必要とする数必要とする数必要とする数

イイイイ 劇場・映画館・演芸場又は観覧場劇場・映画館・演芸場又は観覧場劇場・映画館・演芸場又は観覧場劇場・映画館・演芸場又は観覧場

ロロロロ 公会堂・集会場公会堂・集会場公会堂・集会場公会堂・集会場 11111111 11111111

イイイイ キャバレー・カフェ・ナイトクラブ類キャバレー・カフェ・ナイトクラブ類キャバレー・カフェ・ナイトクラブ類キャバレー・カフェ・ナイトクラブ類

ロロロロ 遊技場・ダンスホール遊技場・ダンスホール遊技場・ダンスホール遊技場・ダンスホール 3333 3333

ハハハハ 風俗店舗風俗店舗風俗店舗風俗店舗

ニニニニ カラオケボックス・その他総務省令で定めるものカラオケボックス・その他総務省令で定めるものカラオケボックス・その他総務省令で定めるものカラオケボックス・その他総務省令で定めるもの

イイイイ 待合・料理店の類待合・料理店の類待合・料理店の類待合・料理店の類

ロロロロ 飲食店飲食店飲食店飲食店 30303030 20202020

４４４４ 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗又は展示場百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗又は展示場百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗又は展示場百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗又は展示場 38383838 22222222

イイイイ 旅館・ホテル・宿泊所旅館・ホテル・宿泊所旅館・ホテル・宿泊所旅館・ホテル・宿泊所 18181818 13131313

ロロロロ 寄宿舎・下宿・共同住宅寄宿舎・下宿・共同住宅寄宿舎・下宿・共同住宅寄宿舎・下宿・共同住宅 36363636 3333

イイイイ 病院・診療所・助産所病院・診療所・助産所病院・診療所・助産所病院・診療所・助産所 12121212 6666

ロロロロ 老人福祉施設・乳児院・障害児入所施設の類老人福祉施設・乳児院・障害児入所施設の類老人福祉施設・乳児院・障害児入所施設の類老人福祉施設・乳児院・障害児入所施設の類 5555 5555

ハハハハ 老人デイサービスセンター等・保育所の類老人デイサービスセンター等・保育所の類老人デイサービスセンター等・保育所の類老人デイサービスセンター等・保育所の類 11111111 9999

ニニニニ 幼稚園又は特別支援学校幼稚園又は特別支援学校幼稚園又は特別支援学校幼稚園又は特別支援学校 3333 2222

７７７７ 小学校・中学校・高等学校・各種学校小学校・中学校・高等学校・各種学校小学校・中学校・高等学校・各種学校小学校・中学校・高等学校・各種学校 17171717 14141414

８８８８ 図書館・博物館・美術館の類図書館・博物館・美術館の類図書館・博物館・美術館の類図書館・博物館・美術館の類 2222 1111

イイイイ 特殊浴場・蒸気浴場の類特殊浴場・蒸気浴場の類特殊浴場・蒸気浴場の類特殊浴場・蒸気浴場の類

ロロロロ （イ）以外の公衆浴場（イ）以外の公衆浴場（イ）以外の公衆浴場（イ）以外の公衆浴場 2222 2222

１０１０１０１０ 車両の停車場・船舶・又は航空機の発着場車両の停車場・船舶・又は航空機の発着場車両の停車場・船舶・又は航空機の発着場車両の停車場・船舶・又は航空機の発着場

１１１１１１１１ 神社・寺院・教会の類神社・寺院・教会の類神社・寺院・教会の類神社・寺院・教会の類 8888 4444

イイイイ 工場・作業所工場・作業所工場・作業所工場・作業所 114114114114 6666

ロロロロ 映画スタジオ・テレビスタジオ映画スタジオ・テレビスタジオ映画スタジオ・テレビスタジオ映画スタジオ・テレビスタジオ

イイイイ 自動車車庫・駐車場自動車車庫・駐車場自動車車庫・駐車場自動車車庫・駐車場 2222

ロロロロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫飛行機又は回転翼航空機の格納庫飛行機又は回転翼航空機の格納庫飛行機又は回転翼航空機の格納庫

１４１４１４１４ 倉庫倉庫倉庫倉庫 23232323

１５１５１５１５ 前各号に該当しない事業場前各号に該当しない事業場前各号に該当しない事業場前各号に該当しない事業場 70707070 8888

イイイイ 複合用途防火対象物複合用途防火対象物複合用途防火対象物複合用途防火対象物 49494949 35353535

ロロロロ 上記以外の複合用途防火対象物上記以外の複合用途防火対象物上記以外の複合用途防火対象物上記以外の複合用途防火対象物 7777

１７１７１７１７ 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財

461461461461 164164164164合　　　計合　　　計合　　　計合　　　計

９９９９

１２１２１２１２

１３１３１３１３

１６１６１６１６

６６６６

項項項項

１１１１

２２２２

３３３３

５５５５
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２２２２    建築同意関係建築同意関係建築同意関係建築同意関係    

（１）月別・用途別同意（１）月別・用途別同意（１）月別・用途別同意（１）月別・用途別同意事務事務事務事務件数件数件数件数    

平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度    

4444
月月月月

5555
月月月月

6666
月月月月

7777
月月月月

8888
月月月月

9999
月月月月

10101010
月月月月

11111111
月月月月

12121212
月月月月

1111
月月月月

2222
月月月月

3333
月月月月

合合合合
計計計計

イイイイ 劇場・観覧場劇場・観覧場劇場・観覧場劇場・観覧場

ロロロロ 公会堂・集会場公会堂・集会場公会堂・集会場公会堂・集会場

イイイイ キャバレー等キャバレー等キャバレー等キャバレー等

ロロロロ 遊技場等遊技場等遊技場等遊技場等

ハハハハ 風俗店舗風俗店舗風俗店舗風俗店舗

ニニニニ カラオケボックス等カラオケボックス等カラオケボックス等カラオケボックス等

イイイイ 待合・料理店待合・料理店待合・料理店待合・料理店

ロロロロ 飲食店飲食店飲食店飲食店 2222 2222

物品販売店舗等物品販売店舗等物品販売店舗等物品販売店舗等

イイイイ 旅館・ホテル等旅館・ホテル等旅館・ホテル等旅館・ホテル等

ロロロロ 共同住宅・寮共同住宅・寮共同住宅・寮共同住宅・寮

イイイイ 病院・診療所病院・診療所病院・診療所病院・診療所

ロロロロ 老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設

ハハハハ 保育所の類保育所の類保育所の類保育所の類

ニニニニ 幼稚園等幼稚園等幼稚園等幼稚園等

学校学校学校学校

図書館・博物館図書館・博物館図書館・博物館図書館・博物館

イイイイ 熱気浴場等熱気浴場等熱気浴場等熱気浴場等

ロロロロ (イ)以外の公衆浴場(イ)以外の公衆浴場(イ)以外の公衆浴場(イ)以外の公衆浴場

停車場停車場停車場停車場

神社・寺院等神社・寺院等神社・寺院等神社・寺院等 1111 1111

イイイイ 工場・作業所工場・作業所工場・作業所工場・作業所 1111 1111

ロロロロ 映画スタジオ等映画スタジオ等映画スタジオ等映画スタジオ等

イイイイ 車庫・駐車場車庫・駐車場車庫・駐車場車庫・駐車場

ロロロロ 飛行機の格納庫飛行機の格納庫飛行機の格納庫飛行機の格納庫

倉庫倉庫倉庫倉庫 1111 1111 1111 2222 5555

事務所等事務所等事務所等事務所等 1111 1111 2222

イイイイ 特定複合対象物特定複合対象物特定複合対象物特定複合対象物

ロロロロ 上記以外のもの上記以外のもの上記以外のもの上記以外のもの

重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財

1111 1111

2222 2222 1111 1111 1111 3333 2222 12121212

８８８８

６６６６

専用住宅専用住宅専用住宅専用住宅

その他その他その他その他

１４１４１４１４

１５１５１５１５

１７１７１７１７

７７７７

　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　月

用途用途用途用途

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

５５５５

合　　計合　　計合　　計合　　計

９９９９

１０１０１０１０

１１１１１１１１

１２１２１２１２

１３１３１３１３

１６１６１６１６
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（２）月別・工事種別同意（２）月別・工事種別同意（２）月別・工事種別同意（２）月別・工事種別同意事務事務事務事務件数件数件数件数    

平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度    

４月４月４月４月 ５月５月５月５月 ６月６月６月６月 ７月７月７月７月 ８月８月８月８月 ９月９月９月９月 １０月１０月１０月１０月 １１月１１月１１月１１月 １２月１２月１２月１２月 １月１月１月１月 ２月２月２月２月 ３月３月３月３月 合計合計合計合計

2222 2222 1111 1111 1111 3333 1111 11111111

1111 1111

2222 2222 1111 1111 1111 3333 2222 12121212

同　　意同　　意同　　意同　　意 1111 2222 1111 1111 1111 1111 1111 8888

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備 1111 1111

同　　意同　　意同　　意同　　意 1111 1111 2222

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

同　　意同　　意同　　意同　　意

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

同　　意同　　意同　　意同　　意

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

同　　意同　　意同　　意同　　意 1111 1111

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

同　　意同　　意同　　意同　　意

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

2222 2222 1111 1111 1111 3333 2222 12121212

　　　　　月　　　　　月　　　　　月　　　　　月

種別種別種別種別

合　計合　計合　計合　計

合　計合　計合　計合　計

工工工工
　　　　
事事事事
　　　　
種種種種
　　　　
別別別別

新新新新
　　　　
築築築築

増増増増
　　　　
築築築築

改改改改
　　　　
築築築築

模模模模
様様様様
替替替替

用用用用
途途途途
変変変変
更更更更

修修修修
　　　　
繕繕繕繕

同　　意同　　意同　　意同　　意

不 同 意不 同 意不 同 意不 同 意

書類不備書類不備書類不備書類不備

    

    

（３）消防通知件数（３）消防通知件数（３）消防通知件数（３）消防通知件数    

４月４月４月４月 ５月５月５月５月 ６月６月６月６月 ７月７月７月７月 ８月８月８月８月 ９月９月９月９月 １０月１０月１０月１０月 １１月１１月１１月１１月 １２月１２月１２月１２月 １月１月１月１月 ２月２月２月２月 ３月３月３月３月 合計合計合計合計

新新新新
築築築築

2222 2222 2222 3333 2222 1111 1111 1111 3333 17171717

増増増増
築築築築

改改改改
築築築築

2222 2222 2222 3333 2222 1111 1111 1111 3333 17171717

　　　　　月　　　　　月　　　　　月　　　　　月

種別種別種別種別

合　計合　計合　計合　計

種種種種
    
    
別別別別

住住住住
    
    
宅宅宅宅
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３３３３    消防用設備等届出状況消防用設備等届出状況消防用設備等届出状況消防用設備等届出状況    

平成２９平成２９平成２９平成２９年年年年度度度度    

　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　月

区分区分区分区分

４４４４
月月月月

５５５５
月月月月

６６６６
月月月月

７７７７
月月月月

８８８８
月月月月

９９９９
月月月月

１０１０１０１０
月月月月

１１１１１１１１
月月月月

１２１２１２１２
月月月月

１１１１
月月月月

２２２２
月月月月

３３３３
月月月月

合合合合
計計計計

消消消消 火火火火 器器器器 2222 1111 2222 1111 1111 7777

屋屋屋屋 内内内内 消消消消 火火火火 栓栓栓栓 設設設設 備備備備

スススス ププププ リリリリ ンンンン クククク ララララ ーーーー 設設設設 備備備備 2222 2222

パパパパッッッッケケケケーーーージジジジ型型型型消消消消火火火火設設設設備備備備

屋屋屋屋 外外外外 消消消消 火火火火 栓栓栓栓 設設設設 備備備備

不不不不活活活活性性性性ガガガガスススス消消消消火火火火設設設設備備備備

自自自自 動動動動 火火火火 災災災災 報報報報 知知知知 設設設設 備備備備 3333 1111 2222 1111 1111 1111 1111 1111 2222 13131313

ガガガガスススス漏漏漏漏れれれれ火火火火災災災災警警警警報報報報設設設設備備備備

漏漏漏漏 電電電電 火火火火 災災災災 報報報報 知知知知 器器器器

消消消消防防防防機機機機関関関関へへへへ通通通通報報報報すすすするるるる
火火火火 災災災災 報報報報 知知知知 設設設設 備備備備

3333 1111 1111 2222 1111 1111 9999

非非非非常常常常警警警警報報報報設設設設備備備備・・・・器器器器具具具具 1111 1111 2222

避避避避 難難難難 器器器器 具具具具             

誘誘誘誘 導導導導 灯灯灯灯 ・・・・ 誘誘誘誘 導導導導 標標標標 識識識識 2222 2222 1111 5555

消消消消 火火火火 用用用用 水水水水

排排排排 煙煙煙煙 設設設設 備備備備

連連連連 結結結結 送送送送 水水水水 管管管管

合合合合 計計計計 11111111 2222 3333 2222 3333 1111 6666 1111 2222 7777 38383838
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４４４４    諸届出処理状況諸届出処理状況諸届出処理状況諸届出処理状況    

平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度    

届届届届            出出出出            別別別別    件件件件            数数数数    

消防用設備等点検結果報告消防用設備等点検結果報告消防用設備等点検結果報告消防用設備等点検結果報告    190190190190    

消防計画消防計画消防計画消防計画作成（変更）作成（変更）作成（変更）作成（変更）届出届出届出届出    50505050    

防火管理者選任（防火管理者選任（防火管理者選任（防火管理者選任（解任解任解任解任））））届出届出届出届出    35353535    

防火対象物使用開始届出防火対象物使用開始届出防火対象物使用開始届出防火対象物使用開始届出（廃止）（廃止）（廃止）（廃止）    25252525    

炉・かまど・ボイラー設備設置届出炉・かまど・ボイラー設備設置届出炉・かまど・ボイラー設備設置届出炉・かまど・ボイラー設備設置届出（廃止）（廃止）（廃止）（廃止）    9999    

変電・変電・変電・変電・燃料電池発電・燃料電池発電・燃料電池発電・燃料電池発電・蓄電池設備設置届出蓄電池設備設置届出蓄電池設備設置届出蓄電池設備設置届出（廃止）（廃止）（廃止）（廃止）    11111111    

火災とまぎらわしい火災とまぎらわしい火災とまぎらわしい火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある煙又は火災を発するおそれのある煙又は火災を発するおそれのある煙又は火災を発するおそれのある行為の届出行為の届出行為の届出行為の届出    84848484    

煙火打ち上げ煙火打ち上げ煙火打ち上げ煙火打ち上げ（仕掛け）（仕掛け）（仕掛け）（仕掛け）届出届出届出届出    43434343    

道路工事に関する届出道路工事に関する届出道路工事に関する届出道路工事に関する届出    70707070    

催物開催届出催物開催届出催物開催届出催物開催届出    2222    

少量危険物少量危険物少量危険物少量危険物（指定可燃物）（指定可燃物）（指定可燃物）（指定可燃物）貯蔵取扱貯蔵取扱貯蔵取扱貯蔵取扱いいいい届出届出届出届出（廃止）（廃止）（廃止）（廃止）    9999    

液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス・圧縮アセチレンガス等の貯蔵・圧縮アセチレンガス等の貯蔵・圧縮アセチレンガス等の貯蔵・圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱取扱取扱取扱いいいい届出届出届出届出（廃止）（廃止）（廃止）（廃止）    2222    

水道断（減）水届出水道断（減）水届出水道断（減）水届出水道断（減）水届出    2222    

露店等の開設届出露店等の開設届出露店等の開設届出露店等の開設届出    38383838    
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５５５５    危険物関係危険物関係危険物関係危険物関係    

（１）危険物規制対象設置状況（１）危険物規制対象設置状況（１）危険物規制対象設置状況（１）危険物規制対象設置状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月年４月年４月年４月１日現在１日現在１日現在１日現在    

屋屋屋屋
　　　　
　　　　
　　　　
内内内内

屋屋屋屋
外外外外
タタタタ
ンンンン
クククク

屋屋屋屋
内内内内
タタタタ
ンンンン
クククク

地地地地
下下下下
タタタタ
ンンンン
クククク

簡簡簡簡
易易易易
タタタタ
ンンンン
クククク

移移移移
動動動動
タタタタ
ンンンン
クククク

屋屋屋屋
　　　　
　　　　
　　　　
外外外外

給給給給
　　　　
　　　　
　　　　
油油油油

一一一一
　　　　
　　　　
　　　　
般般般般

施 設 数施 設 数施 設 数施 設 数 9999 12121212 26262626 7777 3333 26262626 11111111 94949494

設置区分設置区分設置区分設置区分

合合合合
　　　　
　　　　
計計計計

製製製製
　　　　
造造造造
　　　　
所所所所

貯　蔵　所貯　蔵　所貯　蔵　所貯　蔵　所 取　扱　所取　扱　所取　扱　所取　扱　所

    

    

    

（２）危険物事務処理状況（２）危険物事務処理状況（２）危険物事務処理状況（２）危険物事務処理状況    

平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度    

屋屋屋屋
　　　　
　　　　
　　　　
内内内内

屋屋屋屋
外外外外
タタタタ
ンンンン
クククク

屋屋屋屋
内内内内
タタタタ
ンンンン
クククク

地地地地
下下下下
タタタタ
ンンンン
クククク

簡簡簡簡
易易易易
タタタタ
ンンンン
クククク

移移移移
動動動動
タタタタ
ンンンン
クククク

屋屋屋屋
　　　　
　　　　
　　　　
外外外外

給給給給
　　　　
　　　　
　　　　
油油油油

一一一一
　　　　
　　　　
　　　　
般般般般

設設設設 置置置置

変変変変 更更更更 3333 3333

設設設設 置置置置

変変変変 更更更更 3333 3333

3333 3333

2222 2222

1111 1111

選選選選 任任任任 1111 1111

解解解解 任任任任 1111 1111

制制制制 定定定定

変変変変 更更更更

1111

合合合合
　　　　
　　　　
計計計計

　　　　　　　　　　　　  　区分　　　　　　　　　　　　  　区分　　　　　　　　　　　　  　区分　　　　　　　　　　　　  　区分

種別種別種別種別

許許許許 可可可可 申申申申 請請請請

完完完完 成成成成 検検検検 査査査査 申申申申 請請請請

水水水水 張張張張 水水水水 圧圧圧圧 検検検検 査査査査

廃廃廃廃 止止止止 届届届届

貯　蔵　所貯　蔵　所貯　蔵　所貯　蔵　所 取 扱 所取 扱 所取 扱 所取 扱 所
製製製製
　　　　
造造造造
　　　　
所所所所

仮仮仮仮 使使使使 用用用用 承承承承 認認認認 申申申申 請請請請

1111

譲譲譲譲 渡渡渡渡 引引引引 渡渡渡渡 届届届届

品品品品 名名名名 ・・・・ 数数数数 量量量量 変変変変 更更更更 届届届届

軽軽軽軽 微微微微 なななな 変変変変 更更更更 届届届届

保保保保 安安安安 監監監監 督督督督 者者者者

予予予予 防防防防 規規規規 程程程程

仮仮仮仮貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵取取取取扱扱扱扱承承承承認認認認（（（（法法法法１１１１００００条条条条））））
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６６６６    民間防火組織民間防火組織民間防火組織民間防火組織    

（１）幼年消防クラブ（１）幼年消防クラブ（１）幼年消防クラブ（１）幼年消防クラブ    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

クラブ名称クラブ名称クラブ名称クラブ名称    設立年月日設立年月日設立年月日設立年月日    クラブ員数クラブ員数クラブ員数クラブ員数    

大子幼稚園幼年消防クラブ大子幼稚園幼年消防クラブ大子幼稚園幼年消防クラブ大子幼稚園幼年消防クラブ    昭和６３年昭和６３年昭和６３年昭和６３年    ７月７月７月７月    ７７７７日日日日    

男男男男        24242424 名名名名    

女女女女        21212121 名名名名    

計計計計        45454545 名名名名    

小生瀬保育所幼年消防クラブ小生瀬保育所幼年消防クラブ小生瀬保育所幼年消防クラブ小生瀬保育所幼年消防クラブ    昭和６３年１１月昭和６３年１１月昭和６３年１１月昭和６３年１１月１８１８１８１８日日日日    

男男男男            8888 名名名名    

女女女女            7777 名名名名    

計計計計        15151515 名名名名    

頃藤保育所幼年消防クラブ頃藤保育所幼年消防クラブ頃藤保育所幼年消防クラブ頃藤保育所幼年消防クラブ    昭和６３年１１月昭和６３年１１月昭和６３年１１月昭和６３年１１月２５２５２５２５日日日日    

男男男男        14141414 名名名名    

女女女女        16161616 名名名名    

計計計計        30303030 名名名名    

西保育所幼年消防クラブ西保育所幼年消防クラブ西保育所幼年消防クラブ西保育所幼年消防クラブ    平成平成平成平成    ６年６年６年６年    ４月４月４月４月    ５５５５日日日日    

男男男男        16161616 名名名名    

女女女女        17171717 名名名名    

計計計計        33333333 名名名名    

だいご保育園幼年消防クラブだいご保育園幼年消防クラブだいご保育園幼年消防クラブだいご保育園幼年消防クラブ    平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    ４月４月４月４月    １１１１日日日日    

男男男男        41414141 名名名名    

女女女女        41414141 名名名名    

計計計計        82828282 名名名名    

池田池田池田池田保育園幼年消防クラブ保育園幼年消防クラブ保育園幼年消防クラブ保育園幼年消防クラブ    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ４月４月４月４月    １１１１日日日日    

男男男男        51515151 名名名名    

女女女女        38383838 名名名名    

計計計計        89898989 名名名名    

    
合合合合    計計計計    294294294294 名名名名    

    

    

    

（２（２（２（２）婦人防火クラブ）婦人防火クラブ）婦人防火クラブ）婦人防火クラブ    

クラブ名称クラブ名称クラブ名称クラブ名称    設立年月日設立年月日設立年月日設立年月日    クラブ員数クラブ員数クラブ員数クラブ員数    

大沢・栃原婦人防火クラブ大沢・栃原婦人防火クラブ大沢・栃原婦人防火クラブ大沢・栃原婦人防火クラブ    昭和５９年昭和５９年昭和５９年昭和５９年    １月１月１月１月１５１５１５１５日日日日            131131131131 名名名名    

頃藤婦人防火クラブ頃藤婦人防火クラブ頃藤婦人防火クラブ頃藤婦人防火クラブ    昭和６０年昭和６０年昭和６０年昭和６０年    ９月９月９月９月１５１５１５１５日日日日            21212121 名名名名    

丸塚婦人防火クラブ丸塚婦人防火クラブ丸塚婦人防火クラブ丸塚婦人防火クラブ    昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年年年年    ３月３月３月３月    １１１１日日日日            10101010 名名名名    

山田婦人防火クラブ山田婦人防火クラブ山田婦人防火クラブ山田婦人防火クラブ    平成平成平成平成    ５年５年５年５年    ６月６月６月６月１５１５１５１５日日日日            11111111 名名名名    

    合合合合    計計計計        173173173173 名名名名    
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１１１１    消防相互応援協定の状況消防相互応援協定の状況消防相互応援協定の状況消防相互応援協定の状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

協定締結先協定締結先協定締結先協定締結先    
締締締締    結結結結    

年月日年月日年月日年月日    
協定対象区域協定対象区域協定対象区域協定対象区域    災害種別災害種別災害種別災害種別    応援の種別応援の種別応援の種別応援の種別    要請方法要請方法要請方法要請方法    

福島県福島県福島県福島県    東白川郡東白川郡東白川郡東白川郡    

矢祭町矢祭町矢祭町矢祭町    

昭和４３年昭和４３年昭和４３年昭和４３年    

７月３日７月３日７月３日７月３日    

（普通）（普通）（普通）（普通）    

隣接境界隣接境界隣接境界隣接境界に近接した区域に近接した区域に近接した区域に近接した区域    

（特別）（特別）（特別）（特別）    

管轄区域全域管轄区域全域管轄区域全域管轄区域全域    

火火火火        災災災災    

相互応援相互応援相互応援相互応援    

◎普通応援◎普通応援◎普通応援◎普通応援    

◎特別応援◎特別応援◎特別応援◎特別応援    

電電電電    話話話話    

電信等電信等電信等電信等    

その他その他その他その他    

栃木県栃木県栃木県栃木県    那須郡那須郡那須郡那須郡    

那珂川町那珂川町那珂川町那珂川町    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    

１１月３０日１１月３０日１１月３０日１１月３０日    

市町村合併に市町村合併に市町村合併に市町村合併に

伴い再締結伴い再締結伴い再締結伴い再締結    

同同同同        上上上上    同同同同        上上上上    同同同同        上上上上    同同同同        上上上上    

常陸大宮市常陸大宮市常陸大宮市常陸大宮市    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    

７月２９７月２９７月２９７月２９日日日日    

市町村合併に市町村合併に市町村合併に市町村合併に

伴い再締結伴い再締結伴い再締結伴い再締結    

管 轄 区 域 全 域管 轄 区 域 全 域管 轄 区 域 全 域管 轄 区 域 全 域    

◎特殊災害◎特殊災害◎特殊災害◎特殊災害    

◎特殊救助災害◎特殊救助災害◎特殊救助災害◎特殊救助災害    

◎大規模◎大規模◎大規模◎大規模    

交通事故等交通事故等交通事故等交通事故等    

同同同同        上上上上    同同同同        上上上上    

茨城県全市町村茨城県全市町村茨城県全市町村茨城県全市町村    
平成２平成２平成２平成２９９９９年年年年    

３月６３月６３月６３月６日日日日    
茨 城 県 内 全 市 町 村茨 城 県 内 全 市 町 村茨 城 県 内 全 市 町 村茨 城 県 内 全 市 町 村    

◎水災◎水災◎水災◎水災    

◎火災◎火災◎火災◎火災    

◎地震等の◎地震等の◎地震等の◎地震等の大規模大規模大規模大規模

災害災害災害災害又は特殊災害又は特殊災害又は特殊災害又は特殊災害

等の非常事態，広等の非常事態，広等の非常事態，広等の非常事態，広

域の応援活動を要域の応援活動を要域の応援活動を要域の応援活動を要

する災害する災害する災害する災害    

相互応援相互応援相互応援相互応援    電話等電話等電話等電話等    

白河地方広域市白河地方広域市白河地方広域市白河地方広域市    

町村圏整備組合町村圏整備組合町村圏整備組合町村圏整備組合    

平成６年平成６年平成６年平成６年    

６月１５日６月１５日６月１５日６月１５日    

（普通）（普通）（普通）（普通）    

隣接境界隣接境界隣接境界隣接境界に近接した区域に近接した区域に近接した区域に近接した区域    

（特別）（特別）（特別）（特別）    

管轄区域全域管轄区域全域管轄区域全域管轄区域全域    

◎火災◎火災◎火災◎火災    

◎救急事故◎救急事故◎救急事故◎救急事故    

◎その他の災害◎その他の災害◎その他の災害◎その他の災害    

相互応援相互応援相互応援相互応援    

◎普通応援◎普通応援◎普通応援◎普通応援    

◎特別応援◎特別応援◎特別応援◎特別応援    

電話等電話等電話等電話等    

その他その他その他その他    

常陸太田市常陸太田市常陸太田市常陸太田市    
平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年    

４月１日４月１日４月１日４月１日    
行 政 区 域行 政 区 域行 政 区 域行 政 区 域 内内内内    

◎火災◎火災◎火災◎火災    

◎救急◎救急◎救急◎救急    

◎その他特殊災害◎その他特殊災害◎その他特殊災害◎その他特殊災害    

相互応援相互応援相互応援相互応援    
電話電話電話電話    

その他その他その他その他    
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２２２２    消防水利施設状況消防水利施設状況消防水利施設状況消防水利施設状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

１９㎥１９㎥１９㎥１９㎥
以下以下以下以下

２０㎥２０㎥２０㎥２０㎥
～～～～

３９㎥３９㎥３９㎥３９㎥

４０㎥４０㎥４０㎥４０㎥
以上以上以上以上

計計計計

大　 子大　 子大　 子大　 子 71717171 3333 6666 49494949 58585858 4444 133133133133

依　 上依　 上依　 上依　 上 20202020 6666 17171717 23232323 2222 45454545

佐　 原佐　 原佐　 原佐　 原 16161616 1111 17171717 18181818 1111 35353535

黒　 沢黒　 沢黒　 沢黒　 沢 21212121 9999 2222 24242424 35353535 56565656

宮　 川宮　 川宮　 川宮　 川 26262626 2222 6666 32323232 40404040 66666666

袋　 田袋　 田袋　 田袋　 田 21212121 1111 27272727 28282828 49494949

生　 瀬生　 瀬生　 瀬生　 瀬 20202020 1111 2222 41414141 44444444 1111 65656565

上小川上小川上小川上小川 21212121 16161616 6666 21212121 43434343 2222 66666666

西　 金西　 金西　 金西　 金 10101010 1111 2222 12121212 15151515 25252525

計計計計 226226226226 34343434 30303030 240240240240 304304304304 10101010 540540540540

合合合合
計計計計

防 火 水 槽防 火 水 槽防 火 水 槽防 火 水 槽　　　　  　種別　　　　  　種別　　　　  　種別　　　　  　種別

地区地区地区地区

消消消消
火火火火
栓栓栓栓

ププププ
ーーーー

ルルルル

    

    

    

３３３３    林野火災用資器材状況林野火災用資器材状況林野火災用資器材状況林野火災用資器材状況    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１年４月１年４月１年４月１日現在日現在日現在日現在    

資資資資    器器器器    材材材材    名名名名    数数数数    量量量量    

可搬式送水装置可搬式送水装置可搬式送水装置可搬式送水装置    2222    

チェーンソーチェーンソーチェーンソーチェーンソー    9999    

自立型水槽自立型水槽自立型水槽自立型水槽    2222    

背負い式消火水のう背負い式消火水のう背負い式消火水のう背負い式消火水のう    84848484    

携帯用防火セット携帯用防火セット携帯用防火セット携帯用防火セット    2222    
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４４４４    機械装備関係機械装備関係機械装備関係機械装備関係    

（１）（１）（１）（１）    消防本部（署）車輌一覧表消防本部（署）車輌一覧表消防本部（署）車輌一覧表消防本部（署）車輌一覧表    

平成３０平成３０平成３０平成３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

災害支援車災害支援車災害支援車災害支援車 H２４H２４H２４H２４ トヨタトヨタトヨタトヨタ ディーゼル・４,０００ｃｃディーゼル・４,０００ｃｃディーゼル・４,０００ｃｃディーゼル・４,０００ｃｃ
小型クレーン付小型クレーン付小型クレーン付小型クレーン付
４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

指揮隊車指揮隊車指揮隊車指揮隊車 Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０ 日　産日　産日　産日　産 ディーゼル・２,９５０ｃｃディーゼル・２,９５０ｃｃディーゼル・２,９５０ｃｃディーゼル・２,９５０ｃｃ ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

水槽付水槽付水槽付水槽付
消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車

Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７ 日　野日　野日　野日　野 ディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃ
（株）長野ポンプ　Ⅱ型（株）長野ポンプ　Ⅱ型（株）長野ポンプ　Ⅱ型（株）長野ポンプ　Ⅱ型
４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車消防ポンプ自動車 Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２ 三　菱三　菱三　菱三　菱 ディーゼル・５,２４０ｃｃディーゼル・５,２４０ｃｃディーゼル・５,２４０ｃｃディーゼル・５,２４０ｃｃ
（株）小池 　ＣＤ－１（株）小池 　ＣＤ－１（株）小池 　ＣＤ－１（株）小池 　ＣＤ－１
４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

救助工作車救助工作車救助工作車救助工作車 Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８ 日　野日　野日　野日　野 ディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃディーゼル・６,４００ｃｃ （株）帝商（株）帝商（株）帝商（株）帝商

広報車広報車広報車広報車 Ｈ　６Ｈ　６Ｈ　６Ｈ　６ トヨタトヨタトヨタトヨタ ガソリン・１,９９０ｃｃガソリン・１,９９０ｃｃガソリン・１,９９０ｃｃガソリン・１,９９０ｃｃ

救急車救急車救急車救急車 Ｈ３０Ｈ３０Ｈ３０Ｈ３０ トヨタトヨタトヨタトヨタ ガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃ ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

　　　　　　　　区分　　　　　　　　区分　　　　　　　　区分　　　　　　　　区分
　　　　
車両種別車両種別車両種別車両種別

年式年式年式年式 メーカーメーカーメーカーメーカー エンジン・排気量エンジン・排気量エンジン・排気量エンジン・排気量 備　　考備　　考備　　考備　　考

防災活動車防災活動車防災活動車防災活動車 Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９ 日　産日　産日　産日　産 ガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃ 全国消防協会寄贈全国消防協会寄贈全国消防協会寄贈全国消防協会寄贈

資器材運搬車資器材運搬車資器材運搬車資器材運搬車 Ｈ　５Ｈ　５Ｈ　５Ｈ　５ ホンダホンダホンダホンダ ガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃガソリン・６５０ｃｃ ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

広報車広報車広報車広報車 Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８ 日　産日　産日　産日　産 ガソリン・１,５９０ｃｃガソリン・１,５９０ｃｃガソリン・１,５９０ｃｃガソリン・１,５９０ｃｃ ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ

救命ボート救命ボート救命ボート救命ボート Ｈ１１Ｈ１１Ｈ１１Ｈ１１
アキレスアキレスアキレスアキレス
マリンマリンマリンマリン

船外機船外機船外機船外機
ヤマハ製（１５．０PS）ヤマハ製（１５．０PS）ヤマハ製（１５．０PS）ヤマハ製（１５．０PS）

カローラカローラカローラカローラ Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５ トヨタトヨタトヨタトヨタ ガソリン・１,３２０ｃｃガソリン・１,３２０ｃｃガソリン・１,３２０ｃｃガソリン・１,３２０ｃｃ

救急車救急車救急車救急車 Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５ トヨタトヨタトヨタトヨタ ガソリン・３,３７０ｃｃガソリン・３,３７０ｃｃガソリン・３,３７０ｃｃガソリン・３,３７０ｃｃ ４ＷＤＳ４ＷＤＳ４ＷＤＳ４ＷＤＳ

救急車救急車救急車救急車 Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ トヨタトヨタトヨタトヨタ ガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃガソリン・２,６９０ｃｃ ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ４ＷＤ
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（２）（２）（２）（２）    消防団消防機械一覧表消防団消防機械一覧表消防団消防機械一覧表消防団消防機械一覧表    

平成平成平成平成３０３０３０３０年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在年４月１日現在    

区区区区    分分分分    
配置配置配置配置    

場所場所場所場所    
種種種種    別別別別    

車車車車            種種種種    
小型動力小型動力小型動力小型動力    

ポンプポンプポンプポンプ    

機機機機            種種種種    

分団分団分団分団    部部部部    車車車車    名名名名    年式年式年式年式    
排気量排気量排気量排気量    

（㏄）（㏄）（㏄）（㏄）    
年式年式年式年式    型式型式型式型式    

第
一
分
団

第
一
分
団

第
一
分
団

第
一
分
団    

１１１１    泉泉泉泉    町町町町    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    6666    ３，７００３，７００３，７００３，７００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H 9H 9H 9H 9    VVVV40B40B40B40B    

２２２２    上上上上    岡岡岡岡    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H23H23H23H23    ６６０６６０６６０６６０    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H23H23H23H23    VC42A(S)VC42A(S)VC42A(S)VC42A(S)    

３３３３    山山山山    田田田田    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H 5H 5H 5H 5    １，８００１，８００１，８００１，８００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    5555    V55AV55AV55AV55A    

４４４４    浅浅浅浅    川川川川    軽 積 載 車軽 積 載 車軽 積 載 車軽 積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H29H29H29H29    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H29H29H29H29    VCVCVCVC４２４２４２４２ASASASAS    

５５５５    池池池池    田田田田    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H24H24H24H24    ６６０６６０６６０６６０    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H24H24H24H24    VVVVCCCC４２４２４２４２ASASASAS    

第
二
分
団

第
二
分
団

第
二
分
団

第
二
分
団    

１１１１    芦野倉芦野倉芦野倉芦野倉    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    5555    １，８００１，８００１，８００１，８００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    S58S58S58S58    TFTFTFTF----35353535    

２２２２    下金沢下金沢下金沢下金沢    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H16H16H16H16    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H16H16H16H16    VC52AVC52AVC52AVC52A（（（（SSSS））））    

３３３３    塙塙塙塙    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H16H16H16H16    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H16H16H16H16    VC52AVC52AVC52AVC52A（（（（SSSS））））    

４４４４    上金沢上金沢上金沢上金沢    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    い す ゞい す ゞい す ゞい す ゞ    HHHH    5555    ４，４００４，４００４，４００４，４００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    S61S61S61S61    TFTFTFTF----35SES35SES35SES35SES    

５５５５    相相相相    川川川川    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VVVVCCCC72727272PROPROPROPRO    

６６６６    田野沢田野沢田野沢田野沢    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    日 産日 産日 産日 産    H10H10H10H10    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    H10H10H10H10    P455SP455SP455SP455S    
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団

第
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団    

１１１１    初初初初    原原原原    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H26H26H26H26    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H26H26H26H26    V50DV50DV50DV50D    

２２２２    下下下下    郷郷郷郷    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H28H28H28H28    ４，０００４，０００４，０００４，０００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    H28H28H28H28    BBBB７１６７１６７１６７１６AAAA    

３３３３    本本本本    郷郷郷郷    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H25H25H25H25    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH25252525    VCVCVCVC４２４２４２４２ASASASAS    

４４４４    槙野地槙野地槙野地槙野地    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH10101010    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    9999    V40BV40BV40BV40B    
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１１１１    町町町町    付付付付    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    い す ゞい す ゞい す ゞい す ゞ    H23H23H23H23    ３，０３，０３，０３，０００００００００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    HHHH22223333    SF651SF651SF651SF651MMMMZZZZ    

２２２２    中中中中    郷郷郷郷    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H28H28H28H28    ６６０６６０６６０６６０    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H27H27H27H27    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

３３３３    北吉沢北吉沢北吉沢北吉沢    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    5555    １，８００１，８００１，８００１，８００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    HHHH    2222    P408RP408RP408RP408R    

４４４４    上上上上    郷郷郷郷    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    5555    １，８００１，８００１，８００１，８００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    4444    V55AV55AV55AV55A    

５５５５    宮宮宮宮    本本本本    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    5555    １，８００１，８００１，８００１，８００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    S63S63S63S63    TFTFTFTF----35MES35MES35MES35MES    

６６６６    門の井門の井門の井門の井    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H26H26H26H26    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H26H26H26H26    V50DV50DV50DV50D    
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団    

１１１１    下野宮下野宮下野宮下野宮    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    3333    ３，７００３，７００３，７００３，７００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    4444    V55AV55AV55AV55A    

２２２２    川川川川    山山山山    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    5555    １，８００１，８００１，８００１，８００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    9999    V40BV40BV40BV40B    

３３３３    矢矢矢矢    田田田田    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

４４４４    前冥賀前冥賀前冥賀前冥賀    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H28H28H28H28    ６６０６６０６６０６６０    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H27H27H27H27    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

５５５５    後冥賀後冥賀後冥賀後冥賀    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０２，０２，０２，０００００００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VVVVC42ASC42ASC42ASC42AS    
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１１１１    南田気南田気南田気南田気    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０２，０２，０２，０００００００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VVVVC4C4C4C42222ASASASAS    

２２２２    下津原下津原下津原下津原    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０２，０２，０２，０００００００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VVVVC42ASC42ASC42ASC42AS    

３３３３    川川川川    西西西西    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H16H16H16H16    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    H16H16H16H16    P408RSP408RSP408RSP408RS    

４４４４    滝滝滝滝    本本本本    ポ ン プポ ン プポ ン プポ ン プ 車車車車    い す ゞい す ゞい す ゞい す ゞ    HHHH    7777    ４，６００４，６００４，６００４，６００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    S61S61S61S61    VC52ASVC52ASVC52ASVC52AS    

５５５５    大大大大    塩塩塩塩    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H22H22H22H22    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H22H22H22H22    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    
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１１１１    小生瀬小生瀬小生瀬小生瀬・入合・入合・入合・入合    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    い す ゞい す ゞい す ゞい す ゞ    HHHH    4444    ４，３３４，３３４，３３４，３３００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    7777    V46AV46AV46AV46A    

２２２２    柳柳柳柳    町町町町    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H24H24H24H24    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H24H24H24H24    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

３３３３    内大野内大野内大野内大野    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H25H25H25H25    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH25252525    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

４４４４    大生瀬大生瀬大生瀬大生瀬    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    7777    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    S59S59S59S59    P408P408P408P408    

５５５５    外大野外大野外大野外大野    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H22H22H22H22    ２，０２，０２，０２，０００００００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H2H2H2H21111    VVVVC42ASC42ASC42ASC42AS    
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１１１１    頃藤宿頃藤宿頃藤宿頃藤宿    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH29292929    ４４４４，，，，００００００００００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH20202020    VC72PROVC72PROVC72PROVC72PRO    

２２２２    川川川川    下下下下    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H21H21H21H21    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H21H21H21H21    VC42ASVC42ASVC42ASVC42AS    

３３３３    仲仲仲仲    沢沢沢沢    軽軽軽軽 積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツダ イ ハ ツ    H22H22H22H22    ６６６６６６６６００００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H22H22H22H22    VVVVC42ASC42ASC42ASC42AS    

４４４４    大沢口大沢口大沢口大沢口    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    日 産日 産日 産日 産    H10H10H10H10    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    HHHH10101010    P455SP455SP455SP455S    

５５５５    野野野野    倉倉倉倉    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    日 産日 産日 産日 産    H22H22H22H22    ３，０３，０３，０３，０００００００００    ラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ トラ ビ ッ ト    H2H2H2H21111    P556P556P556P556    

６６６６    大大大大    沢沢沢沢    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH    3333    １，８００１，８００１，８００１，８００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    3333    V66AV66AV66AV66A    

７７７７    栃栃栃栃    原原原原    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    H16H16H16H16    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    H16H16H16H16    VC52AVC52AVC52AVC52A（（（（SSSS））））    
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１１１１    西西西西    金金金金    ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車ポ ン プ 車    い す ゞい す ゞい す ゞい す ゞ    HHHH    2222    ３，７００３，７００３，７００３，７００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    HHHH    7777    SF660SSF660SSF660SSF660S    

２２２２    北北北北    沢沢沢沢    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH10101010    ２，０００２，０００２，０００２，０００    シ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラシ バ ウ ラ    HHHH    9999    TFTFTFTF----35SES35SES35SES35SES    

３３３３    滝滝滝滝    倉倉倉倉    積 載 車積 載 車積 載 車積 載 車    ト ヨ タト ヨ タト ヨ タト ヨ タ    HHHH10101010    ２，０００２，０００２，０００２，０００    ト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツト ー ハ ツ    HHHH    9999    V40BV40BV40BV40B    

    

    

    

（３）（３）（３）（３）    消防団管理消防機械器具（消防団管理消防機械器具（消防団管理消防機械器具（消防団管理消防機械器具（BBBB----3333 級）級）級）級）    

分団分団分団分団    部部部部    配置場所配置場所配置場所配置場所    小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ小型動力ポンプ    年式年式年式年式    型式型式型式型式    

８８８８    １１１１    宮宮宮宮    平平平平    ラビットラビットラビットラビット    S58S58S58S58    Ｐ４０８Ｐ４０８Ｐ４０８Ｐ４０８    
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１１１１    １１９番通報着信統計１１９番通報着信統計１１９番通報着信統計１１９番通報着信統計    

火災火災火災火災 救急救急救急救急 救助救助救助救助
その他その他その他その他
災害災害災害災害

同報同報同報同報 間違い間違い間違い間違い
いたいたいたいた
ずらずらずらずら

試験試験試験試験
通報通報通報通報
訓練訓練訓練訓練

その他その他その他その他
病　院病　院病　院病　院
問合せ問合せ問合せ問合せ

災　害災　害災　害災　害
問合せ問合せ問合せ問合せ

他本部他本部他本部他本部
転　送転　送転　送転　送 転送転送転送転送 合計合計合計合計

１月１月１月１月 1111 25252525 1111 2222 1111 3333 1111 34343434

２月２月２月２月 1111 24242424 1111 2222 1111 3333 2222 2222 36363636

３月３月３月３月 1111 17171717 2222 3333 23232323

４月４月４月４月 17171717 2222 1111 2222 11111111 2222 3333 38383838

５月５月５月５月 23232323 1111 1111 2222 5555 3333 35353535

６月６月６月６月 16161616 1111 1111 6666 7777 1111 1111 1111 34343434

７月７月７月７月 20202020 1111 3333 2222 2222 1111 29292929

８月８月８月８月 25252525 1111 1111     7777 1111 4444 39393939

９月９月９月９月 19191919 1111 2222 1111 6666 10101010 2222 2222 43434343

１０月１０月１０月１０月 24242424 1111 4444 3333 1111 13131313 3333 2222 2222 53535353

１１月１１月１１月１１月 20202020 1111 2222 4444 2222 1111 1111 31313131

１２月１２月１２月１２月 32323232 1111 6666 4444 6666 49494949

計計計計 3333 262262262262 3333 12121212 12121212 23232323 1111 59595959 39393939 16161616 12121212 2222 0000 0000 444444444444

１月１月１月１月 10101010 1111 1111 12121212

２月２月２月２月 19191919 3333 4444 1111 2222     29292929

３月３月３月３月 11111111 1111 2222 1111 1111 16161616

４月４月４月４月 1111 15151515 2222 1111     19191919

５月５月５月５月 10101010 2222 1111 1111 14141414

６月６月６月６月 1111 5555 1111 3333 3333 1111 14141414

７月７月７月７月 1111 13131313 4444 4444 1111 1111     5555 29292929

８月８月８月８月 21212121 4444 6666 5555 1111 3333 40404040

９月９月９月９月 10101010 2222 3333 15151515

１０月１０月１０月１０月 7777 2222 1111     10101010

１１月１１月１１月１１月 9999 2222 3333 1111 3333 18181818

１２月１２月１２月１２月 10101010 1111 1111 2222 1111 15151515

計計計計 3333 140140140140 7777 0000 26262626 27272727 2222 0000 0000 10101010 11111111 5555 0000 0000 231231231231

１月１月１月１月 23232323 1111 2222 1111 27272727

２月２月２月２月 1111 33333333 1111 35353535

３月３月３月３月 13131313 1111 1111 1111 1111 17171717

４月４月４月４月 18181818 1111 19191919

５月５月５月５月 17171717 2222 19191919

６月６月６月６月 19191919 2222 21212121

７月７月７月７月 20202020 1111 1111 1111 2222 25252525

８月８月８月８月 20202020 1111 1111 1111 23232323

９月９月９月９月 25252525 1111 1111 1111 28282828

１０月１０月１０月１０月 25252525 1111 2222 1111 29292929

１１月１１月１１月１１月 18181818 2222 20202020

１２月１２月１２月１２月 1111 32323232 1111 34343434

計計計計 2222 263263263263 2222 4444 5555 6666 2222 0000 1111 4444 8888 0000 0000 0000 297297297297

8888 665665665665 12121212 16161616 43434343 56565656 5555 59595959 40404040 30303030 31313131 7777 0000 0000 972972972972合計合計合計合計

固固固固
定定定定
電電電電
話話話話

携携携携
帯帯帯帯
電電電電
話話話話

IIII
PPPP
電電電電
話話話話
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１１１１    火災統計火災統計火災統計火災統計    

（１）月別火災発生状況（１）月別火災発生状況（１）月別火災発生状況（１）月別火災発生状況    

1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月 4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 合計合計合計合計

建　物建　物建　物建　物 1111 1111 1111 1111 4444

林　野林　野林　野林　野

車　両車　両車　両車　両

その他その他その他その他 2222 2222 1111 5555

計計計計 1111 2222 1111 2222 1111 1111 1111 9999

ぼ　やぼ　やぼ　やぼ　や 1111 1111 1111 3333

部分焼部分焼部分焼部分焼

半　焼半　焼半　焼半　焼

全　焼全　焼全　焼全　焼 2222 1111 3333

計計計計 1111 1111 2222 2222 6666

小　損小　損小　損小　損 1111 1111 1111 3333

半　損半　損半　損半　損

全　損全　損全　損全　損 1111 1111

計計計計 1111 1111 2222 4444

2222 1111 4444 7777

127127127127 255255255255 382382382382

表３表３表３表３ 表３表３表３表３

林　野林　野林　野林　野
（a）（a）（a）（a）

その他その他その他その他
（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）

1,3011,3011,3011,301 2,4362,4362,4362,436 443443443443 4,1804,1804,1804,180

死　者死　者死　者死　者

負傷者負傷者負傷者負傷者 1111 1111

3333 9999 3,2243,2243,2243,224 8,8788,8788,8788,878 12,11412,11412,11412,114

　　　　  月　　　　  月　　　　  月　　　　  月

区分区分区分区分

損害額損害額損害額損害額
（千円）（千円）（千円）（千円）

罹罹罹罹
災災災災
世世世世
帯帯帯帯
数数数数

発発発発
生生生生
状状状状
況況況況

焼焼焼焼
損損損損
棟棟棟棟
数数数数

死死死死
傷傷傷傷
者者者者

焼焼焼焼
損損損損
面面面面
積積積積

罹災人員罹災人員罹災人員罹災人員

建　物建　物建　物建　物
（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）
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（２）過去（２）過去（２）過去（２）過去 5555 年間原因別出火件数年間原因別出火件数年間原因別出火件数年間原因別出火件数    

　　　　　 　年　　　　　 　年　　　　　 　年　　　　　 　年

原因原因原因原因
25年25年25年25年 26年26年26年26年 27年27年27年27年 28年28年28年28年 29年29年29年29年 合計合計合計合計

たき火たき火たき火たき火 2222 1111 2222 3333 8888

たばこたばこたばこたばこ 1111 1111

ボイラーボイラーボイラーボイラー

その他の火の粉その他の火の粉その他の火の粉その他の火の粉

火のついたゴミ火のついたゴミ火のついたゴミ火のついたゴミ 1111 1111

交通機関内配線交通機関内配線交通機関内配線交通機関内配線 1111 1111

こんろこんろこんろこんろ 1111 1111 1111 3333

ストーブストーブストーブストーブ 1111 1111 2222

風呂・かまど風呂・かまど風呂・かまど風呂・かまど

壁体が炭化し出火壁体が炭化し出火壁体が炭化し出火壁体が炭化し出火 1111 1111 2222

ライターライターライターライター

ローソクローソクローソクローソク 1111 1111

乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機

枯草焼き枯草焼き枯草焼き枯草焼き 3333 1111 1111 1111 6666

こたつの炭火こたつの炭火こたつの炭火こたつの炭火

排気管排気管排気管排気管 1111 1111 2222

プラグプラグプラグプラグ

自　損自　損自　損自　損 1111 1111

火入れ火入れ火入れ火入れ

煙　火煙　火煙　火煙　火

放　火放　火放　火放　火 1111 1111

放火の疑い放火の疑い放火の疑い放火の疑い 2222 2222

電気配線電気配線電気配線電気配線 1111 1111 1111 3333

その他その他その他その他 4444 2222 1111 1111 8888

不　明不　明不　明不　明 2222 1111 5555 1111 3333 12121212

合　計合　計合　計合　計 17171717 8888 11111111 9999 9999 54545454
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（３）過去（３）過去（３）過去（３）過去 5555 年間火災発生件数・損害額年間火災発生件数・損害額年間火災発生件数・損害額年間火災発生件数・損害額    

年年年年            別別別別    火災件数火災件数火災件数火災件数    損害損害損害損害額（千円）額（千円）額（千円）額（千円）    

平成平成平成平成 25252525 年年年年    １７１７１７１７    ６，５２８６，５２８６，５２８６，５２８    

平成平成平成平成 26262626 年年年年    ８８８８    ６５，４６５６５，４６５６５，４６５６５，４６５    

平成平成平成平成 27272727 年年年年    １１１１１１１１    １８，３４７１８，３４７１８，３４７１８，３４７    

平成平成平成平成 28282828 年年年年    ９９９９    ６９，５４４６９，５４４６９，５４４６９，５４４    

平成平成平成平成 2222９年９年９年９年    ９９９９    １２，１１４１２，１１４１２，１１４１２，１１４    

    

    

    

（４）過去（４）過去（４）過去（４）過去 5555 年間火災発生状況年間火災発生状況年間火災発生状況年間火災発生状況    

    

0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

25252525年年年年 26262626年年年年 27272727年年年年 28282828年年年年 29292929年年年年

建物 林野 車両 その他
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２２２２    救急統計救急統計救急統計救急統計    

（１）救急（１）救急（１）救急（１）救急活動状況活動状況活動状況活動状況    

出場件数(件)出場件数(件)出場件数(件)出場件数(件) 1111 1111 46464646 9999 1111 98989898 7777 5555 485485485485 193193193193 9999 855855855855

搬送人員(人)搬送人員(人)搬送人員(人)搬送人員(人) 1111 1111 53535353 9999 1111 96969696 7777 4444 461461461461 193193193193 826826826826

不 搬 送(件)不 搬 送(件)不 搬 送(件)不 搬 送(件) 2222 5555 1111 23232323 9999 40404040

計計計計

そそそそ

のののの

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

　　 　事故種別　　 　事故種別　　 　事故種別　　 　事故種別

区分区分区分区分

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災

    

    

    

（２）月別（２）月別（２）月別（２）月別事故種別事故種別事故種別事故種別出場状況出場状況出場状況出場状況    

　　　　    　月　　　　    　月　　　　    　月　　　　    　月

事故種別事故種別事故種別事故種別
1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月 4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 計計計計

火火火火 災災災災 1111 1111

自自自自 然然然然 災災災災 害害害害

水水水水 難難難難 1111 1111

交交交交 通通通通 事事事事 故故故故 1111 1111 2222 7777 4444 3333 2222 5555 6666 2222 8888 5555 46464646

労労労労 働働働働 災災災災 害害害害 4444 1111 1111 1111 1111 1111 9999

運運運運 動動動動 競競競競 技技技技 1111 1111

一一一一 般般般般 負負負負 傷傷傷傷 6666 10101010 3333 7777 4444 7777 6666 21212121 9999 7777 8888 10101010 98989898

加加加加 害害害害 1111 1111 1111 3333 1111 7777

自自自自 損損損損 行行行行 為為為為 2222 1111 1111 1111 5555

急急急急 病病病病 42424242 63636363 37373737 29292929 39393939 34343434 43434343 48484848 34343434 36363636 34343434 46464646 485485485485

転転転転 院院院院 18181818 22222222 10101010 14141414 15151515 12121212 14141414 18181818 13131313 20202020 13131313 24242424 193193193193

医医医医 師師師師 搬搬搬搬 送送送送

資資資資 機機機機 材材材材 搬搬搬搬 送送送送

そそそそ のののの 他他他他 1111 1111 1111 3333 1111 1111 1111 9999

出出出出場場場場件件件件数数数数((((件件件件)))) 73737373 97979797 54545454 61616161 67676767 57575757 69696969 96969696 62626262 69696969 65656565 85858585 855855855855

搬搬搬搬送送送送人人人人員員員員((((人人人人)))) 69696969 92929292 51515151 61616161 63636363 57575757 67676767 92929292 61616161 67676767 64646464 82828282 826826826826
        



【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】【火災・救急・救助統計】    

 41

（３（３（３（３）時間別事故種別出場件数）時間別事故種別出場件数）時間別事故種別出場件数）時間別事故種別出場件数    

計計計計

そのそのそのその

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災

早　朝早　朝早　朝早　朝
(5：00～8：00)(5：00～8：00)(5：00～8：00)(5：00～8：00)

3333 6666 1111 1111 58585858 7777 76767676

日　中日　中日　中日　中
(8：00～17：00)(8：00～17：00)(8：00～17：00)(8：00～17：00)

1111 1111 33333333 9999 1111 57575757 2222 3333 229229229229 159159159159 4444 499499499499

夜　間夜　間夜　間夜　間
(17:00～22:00)(17:00～22:00)(17:00～22:00)(17:00～22:00)

10101010 25252525 1111 1111 114114114114 18181818

深　夜深　夜深　夜深　夜
(22:00～5:00)(22:00～5:00)(22:00～5:00)(22:00～5:00)

82828282 11111111 4444 110110110110

1111 170170170170

1111 1111 46464646 9999

333310101010

9999 855855855855

　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別

時間帯時間帯時間帯時間帯

1111 98989898 7777 5555 483483483483 195195195195計計計計

    

    

    

（４（４（４（４）曜日別事故種別出場件数）曜日別事故種別出場件数）曜日別事故種別出場件数）曜日別事故種別出場件数    

月曜日月曜日月曜日月曜日 1111 3333 10101010 2222 79797979 28282828 1111 124124124124

火曜日火曜日火曜日火曜日 4444 2222 12121212 67676767 25252525 2222 112112112112

水曜日水曜日水曜日水曜日     5555     11111111 59595959 26262626 1111 102102102102

木曜日木曜日木曜日木曜日 1111 13131313 2222 12121212 70707070 27272727 1111 126126126126

金曜日金曜日金曜日金曜日 17171717 1111 14141414 3333 1111 68686868 38383838 2222 144144144144

土曜日土曜日土曜日土曜日 4444 1111 19191919 4444 2222 64646464 24242424 1111 119119119119

日曜日日曜日日曜日日曜日 3333 1111 20202020 78787878 25252525 1111 128128128128

計計計計 1111 1111 46464646 9999 1111 98989898 7777 5555 485485485485 193193193193 9999 855855855855

計計計計

そそそそ

のののの

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別

曜日曜日曜日曜日

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災
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（５（５（５（５）事故種別傷病程度別搬送人員）事故種別傷病程度別搬送人員）事故種別傷病程度別搬送人員）事故種別傷病程度別搬送人員    

死　 亡死　 亡死　 亡死　 亡 1111 1111 16161616 18181818

重　 症重　 症重　 症重　 症 6666 3333 12121212 2222 46464646 64646464 133133133133

中等症中等症中等症中等症 1111 19191919 3333 42424242 1111 2222 259259259259 122122122122 449449449449

軽　 症軽　 症軽　 症軽　 症 1111 28282828 2222 1111 41414141 4444 1111 138138138138 6666 222222222222

その他その他その他その他 3333 1111 4444

計計計計 1111 1111 53535353 9999 1111 95959595 7777 4444 462462462462 193193193193 826826826826

計計計計

そそそそ

のののの

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別

傷病程度傷病程度傷病程度傷病程度

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災

    

    

（６（６（６（６）事故種別年齢区分別）事故種別年齢区分別）事故種別年齢区分別）事故種別年齢区分別搬送人員搬送人員搬送人員搬送人員    

新生児新生児新生児新生児

乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児 1111 7777 7777 1111 16161616

少　 年少　 年少　 年少　 年 1111 1111 5555 8888 15151515

成　 人成　 人成　 人成　 人 29292929 6666 14141414 3333 3333 101101101101 39393939 195195195195

高齢者高齢者高齢者高齢者 1111 1111 22222222 3333 70707070 4444 1111 345345345345 153153153153 600600600600

計計計計 1111 1111 53535353 9999 1111 96969696 7777 4444 461461461461 193193193193 826826826826

計計計計

そそそそ

のののの

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別

年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災

    

    

（７（７（７（７））））年齢区分別年齢区分別年齢区分別年齢区分別傷病程度別傷病程度別傷病程度別傷病程度別搬送人員搬送人員搬送人員搬送人員    

死　 亡死　 亡死　 亡死　 亡 15151515 18181818

重　 症重　 症重　 症重　 症 1111 114114114114 133133133133

中等症中等症中等症中等症 4444 1111 346346346346 449449449449

軽　 症軽　 症軽　 症軽　 症 12121212 13131313 124124124124 222222222222

その他その他その他その他 1111 4444

計計計計 16161616 15151515 600600600600 826826826826

高齢者高齢者高齢者高齢者 計計計計

　　　 年齢区分　　　 年齢区分　　　 年齢区分　　　 年齢区分

傷病程度傷病程度傷病程度傷病程度

新生児新生児新生児新生児 乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児 少年少年少年少年 成人成人成人成人

195195195195

3333

18181818

98989898

73737373

3333

死　亡：初診時において，死亡が確認されたもの死　亡：初診時において，死亡が確認されたもの死　亡：初診時において，死亡が確認されたもの死　亡：初診時において，死亡が確認されたもの

重　症：傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの重　症：傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの重　症：傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの重　症：傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの

中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの

軽　症：傷病の程度が入院を必要としないもの軽　症：傷病の程度が入院を必要としないもの軽　症：傷病の程度が入院を必要としないもの軽　症：傷病の程度が入院を必要としないもの

その他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したものその他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したものその他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したものその他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したもの

新生児：生後28日未満の者新生児：生後28日未満の者新生児：生後28日未満の者新生児：生後28日未満の者

乳幼児：生後28日以上 満7歳未満の者乳幼児：生後28日以上 満7歳未満の者乳幼児：生後28日以上 満7歳未満の者乳幼児：生後28日以上 満7歳未満の者

少　年：満7歳以上 満18歳未満の者少　年：満7歳以上 満18歳未満の者少　年：満7歳以上 満18歳未満の者少　年：満7歳以上 満18歳未満の者

成　人：満18歳以上 満65歳未満の者成　人：満18歳以上 満65歳未満の者成　人：満18歳以上 満65歳未満の者成　人：満18歳以上 満65歳未満の者

高齢者：満65歳以上の者高齢者：満65歳以上の者高齢者：満65歳以上の者高齢者：満65歳以上の者
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    （８）（８）（８）（８）救急出場の推移救急出場の推移救急出場の推移救急出場の推移    

Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３ Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４ Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５ Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６ Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７ Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８ Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９

827827827827 822822822822 819819819819 843843843843 889889889889 864864864864 869869869869 838838838838 841841841841 855855855855

急急急急 病病病病 466466466466 485485485485 458458458458 525525525525 532532532532 520520520520 474474474474 480480480480 462462462462 485485485485

交交交交通通通通事事事事故故故故 79797979 56565656 66666666 59595959 74747474 74747474 78787878 56565656 58585858 46464646

一一一一般般般般負負負負傷傷傷傷 86868686 95959595 109109109109 89898989 106106106106 108108108108 115115115115 94949494 95959595 98989898

転転転転院院院院搬搬搬搬送送送送 159159159159 159159159159 157157157157 151151151151 154154154154 134134134134 173173173173 182182182182 198198198198 193193193193

そそそそ のののの 他他他他 37373737 27272727 29292929 19191919 23232323 28282828 29292929 26262626 28282828 33333333

出出出出 場場場場 件件件件 数数数数

　　　　　　　年　　　　　　　年　　　　　　　年　　　　　　　年

種別種別種別種別

内内内内
　　　　
　　　　
訳訳訳訳

    

    

    

（９）ドクターヘリ要請件数（９）ドクターヘリ要請件数（９）ドクターヘリ要請件数（９）ドクターヘリ要請件数    

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年 6666 4444 5555 36363636 4444 55555555

平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年 11111111 1111 16161616 47474747 4444 79797979

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年 6666 5555 1111 6666 36363636 4444 58585858

平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年 8888 3333 4444 19191919 2222 36363636

平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年 7777 6666 34343434 3333 9999 59595959

計計計計 38383838 13131313 1111 37373737 172172172172 17171717 9999 287287287287

計計計計

そそそそ

のののの

他他他他

転転転転

院院院院

急急急急

病病病病

自自自自

損損損損

運運運運

動動動動

交交交交

通通通通

火火火火

災災災災

自自自自

然然然然

水水水水

難難難難

　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別　　　事故種別

年年年年

加加加加

害害害害

一一一一

般般般般

労労労労

災災災災

    
    

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

800800800800

900900900900

H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27 H28H28H28H28 H29H29H29H29

急病 交通事故 一般負傷 転院搬送 その他
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（１０（１０（１０（１０）救急隊）救急隊）救急隊）救急隊がががが行った行った行った行った応急処置件数応急処置件数応急処置件数応急処置件数    

9999 40404040

急病急病急病急病 交通交通交通交通

27272727 9999

一般負傷一般負傷一般負傷一般負傷
　　　　　　　　　　    事故種別　　　　　　　　　　    事故種別　　　　　　　　　　    事故種別　　　　　　　　　　    事故種別
処置項目処置項目処置項目処置項目

その他その他その他その他 計計計計

止血止血止血止血 2222 8888 21212121

7777 43434343

心肺蘇生心肺蘇生心肺蘇生心肺蘇生 19191919 1111 2222 2222 24242424

固定固定固定固定

酸素吸入酸素吸入酸素吸入酸素吸入 171171171171 11111111 24242424 99999999 305305305305

気道確保気道確保気道確保気道確保 26262626 1111 2222 4444 33333333

体温管理体温管理体温管理体温管理 131131131131 11111111 22222222 48484848 212212212212

被覆被覆被覆被覆 2222 7777 6666 15151515

在宅療法継続在宅療法継続在宅療法継続在宅療法継続 7777 1111 8888

除細動除細動除細動除細動

血圧測定血圧測定血圧測定血圧測定 433433433433 48484848 88888888 210210210210 779779779779

聴診器による心音呼吸音聴取聴診器による心音呼吸音聴取聴診器による心音呼吸音聴取聴診器による心音呼吸音聴取 125125125125 17171717 23232323 28282828 193193193193

血中酸素飽和度の測定血中酸素飽和度の測定血中酸素飽和度の測定血中酸素飽和度の測定 438438438438 49494949 92929292 211211211211 790790790790

心電図心電図心電図心電図 366366366366 20202020 34343434 138138138138 558558558558

血糖測定血糖測定血糖測定血糖測定 7777 7777

その他の応急処置その他の応急処置その他の応急処置その他の応急処置 6666 1111 7777 14141414

計計計計 1733173317331733 193193193193 326326326326 769769769769 3021302130213021
    

    

（１０）救急救命士が行った特定行為実施件数（１０）救急救命士が行った特定行為実施件数（１０）救急救命士が行った特定行為実施件数（１０）救急救命士が行った特定行為実施件数    

2222

その他器具その他器具その他器具その他器具 6666 6666
気道確保気道確保気道確保気道確保

気管挿管気管挿管気管挿管気管挿管 1111 1111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故種別事故種別事故種別事故種別
実施別実施別実施別実施別

急病急病急病急病 交通交通交通交通 一般負傷一般負傷一般負傷一般負傷 その他その他その他その他 計計計計

静脈路確保静脈路確保静脈路確保静脈路確保
心肺停止（前）心肺停止（前）心肺停止（前）心肺停止（前） 8888 1111 9999

心肺停止（後）心肺停止（後）心肺停止（後）心肺停止（後） 6666
(成功数のみ)(成功数のみ)(成功数のみ)(成功数のみ)

1111 1111 2222

薬剤投与薬剤投与薬剤投与薬剤投与 2222 1111 3333

ブドウ糖投与ブドウ糖投与ブドウ糖投与ブドウ糖投与 3333 3333
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    （１１）応急手当普及講習実施状況（１１）応急手当普及講習実施状況（１１）応急手当普及講習実施状況（１１）応急手当普及講習実施状況    

小学生小学生小学生小学生 中学生中学生中学生中学生 高校生高校生高校生高校生 保育士等保育士等保育士等保育士等 消防団員消防団員消防団員消防団員 一般一般一般一般

実施件数実施件数実施件数実施件数 3333 2222 11111111 6666 22222222

受講者数受講者数受講者数受講者数 29292929 76767676 152152152152 77777777 334334334334

実施件数実施件数実施件数実施件数 5555 5555

受講者数受講者数受講者数受講者数 72727272 72727272

実施件数実施件数実施件数実施件数 4444 4444

受講者数受講者数受講者数受講者数 49494949 49494949

実施件数実施件数実施件数実施件数

受講者数受講者数受講者数受講者数

実施件数実施件数実施件数実施件数 4444 3333 1111 14141414 22222222

受講者数受講者数受講者数受講者数 179179179179 102102102102 6666 316316316316 603603603603

実施件数実施件数実施件数実施件数

受講者数受講者数受講者数受講者数

実施件数実施件数実施件数実施件数 4444 6666 2222 5555 11111111 25252525 53535353

受講者数受講者数受講者数受講者数 179179179179 131131131131 76767676 55555555 152152152152 465465465465 1,0581,0581,0581,058
計計計計

受　　　講　　　者（人）受　　　講　　　者（人）受　　　講　　　者（人）受　　　講　　　者（人）
計計計計

応急手当指導員応急手当指導員応急手当指導員応急手当指導員
養成講習等養成講習等養成講習等養成講習等

普通救命Ⅰ普通救命Ⅰ普通救命Ⅰ普通救命Ⅰ

普通救命Ⅱ普通救命Ⅱ普通救命Ⅱ普通救命Ⅱ

救命入門救命入門救命入門救命入門

上級救命上級救命上級救命上級救命

普通救命Ⅲ普通救命Ⅲ普通救命Ⅲ普通救命Ⅲ

　　　 　　対象者　　　 　　対象者　　　 　　対象者　　　 　　対象者

講習種別講習種別講習種別講習種別
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３３３３    救助統計救助統計救助統計救助統計    

（１）（１）（１）（１）救助救助救助救助出場件数出場件数出場件数出場件数    

建建建建
　　　　
物物物物

そそそそ
のののの
他他他他

出場件数(件)出場件数(件)出場件数(件)出場件数(件) 8888 1111 1111 14141414 24242424
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