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１ これまでの検討経緯①

第1回検討委員会（平成31年2月22日）
 ・玉野市消防の組織や施設概要のほか、過去５年間

の火災・救急の出動状況など、現状に関する説明
 ・他自治体との比較や、今後の市の人口推移等に基

づき、消防体制の見直しを進めていることを説明
 ・消防署の建物内部を視察

 ⇒ 検討の進め方に関する意見のほか、検討を進め
る材料として、整備費用、候補地、出張所の管轄
エリア別の人口等の資料を示すべきとの意見あり。
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１ これまでの検討経緯②

第2回検討委員会（平成31年3月25日）
 ・消防団や市との連携体制、活用が見込める市有地

の状況、整備に必要な事業費の試算結果等を説明
 ・移転の想定として、本署を深山公園周辺に移転し

た場合の現場到着時間への影響について説明

 ⇒ 検討の進め方として、月１回程度開催、夏頃を
目処に意見集約することとし、次回、２出張所と
した場合の効果・影響など、より具体的な配置案
に基づき議論を深めることとした。

   また、出張所管内別の高齢化率や出動件数等の
資料を示すべきとの意見あり。
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２ 前回検討会における依頼資料①

出張所管内別の状況
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施設名 人口（人） 高齢者（人）※2 高齢化率 救急発生件数 応援受入件数

本署 13,822 5,795 41.9 ％ 1,115 136 件

和田出張所 12,175 4,916 40.4 ％ 667 72 件

荘内出張所 15,555 5,336 34.3 ％ 657 48 件

八浜出張所 11,210 3,357 29.9 ％ 404 22 件

東児出張所 6,871 2,677 39.0 ％ 347 10 件

計 59,633 22,081 37.0 ％ 3,190 288件

※1 人口・高齢者数は平成31年1月1日現在、救急発生件数・応援受入件数は平成30年実績。
※2 65歳以上の人口を高齢者数としています。



２ 前回検討会における依頼資料②

平成31年1月
高齢者の分布
（単位：人）
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２ 前回検討会における依頼資料③

平成30年
救急発生件数
（単位：件）
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２ 前回検討会における依頼資料④

平成30年
平均現場到着時間
（単位：分）

7

～  1.0
～  2.0
～  3.0
～  4.0
～  5.0
～  6.0
～  7.0
～  8.0
～  9.0
～10.0
～11.0

【凡例】
   消防署・出張所
   管轄境界



３ 署所再編の具体的なイメージ①

現在の出張所体制と課題（事例１：業務出動中の救急要請）
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(説明)
①管内消火栓の点検や火災予防広報等を行う場

合、消防ポンプ車に３名体制で出動。
②出張所に1～2名待機の状態で、救急要請が

あった出動は待機者が現地に向かうが、消防
法施行令に救急隊は3名体制と定められており、
ポンプ隊員の合流を待ち、3名体制が整ったの
ち現地から出発するため、病院到着が遅れる
場合があります。

※消防ポンプ車で出動する場合、火災発生に対応できるよう3名
体制を原則としています。

常時4～5名勤務
救急出動

点検・広報等

※消防ポンプ車は4～5名、救急車は3名体制とするよう消防力の整備指針及び消防法施行令で定められています。

合流



３ 署所再編の具体的なイメージ②

現在の出張所体制と課題（事例２：救急出動中の救急要請）
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(説明)
①救急出動した場合、現場から病院搬送し戻る

まで１～2時間は1～2名で待機の状態。
②救急出動中の状態で、管内に次の救急要請が

あった場合、消防署又は最寄りの出張所から、
応援出動を行うため、現場到着が遅れる場合
があります。

常時4～5名勤務

救急出動

救急出動済み

救急出動済み

最寄りの出張所 救急の応援

※消防ポンプ車は4～5名、救急車は3名体制とするよう消防力の整備指針及び消防法施行令で定められています。

×



３ 署所再編の具体的なイメージ③

出張所数の見直しに伴う職員数・車両の体制イメージ
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常時4～5名勤務

常時8～9名勤務4出張所の合計
・常時勤務 18～20名
・車両台数 消防 4台
      救急 4台

常時5～6名勤務
現 状 ３出張所の場合

２出張所の場合

・1出張所当たりの職
員数は増員となるが、
救急車の配置数は増
やせない。

・管内で救急事案が同
時に発生した場合、
他の署所から出動す
るため、現状より遅
くなる場合がある。

・1出張所当たりの職
員数を増員し、救急
車の配置台数を２台
にできる。

・管内の救急同時出
動に対応することが
できる。同時発生が
火災の場合も、消防
車両の対応可能。

※消防ポンプ車は4～5名、救急車は3名体制とするよう消防力の整備指針及び消防法施行令で定められています。



３ 署所再編の具体的なイメージ④

現状の体制と2出張所とした場合の体制比較
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常時8～9名勤務出張所
２出張所の場合

※出張所に救急車両を２台配備するのは県内初であり、職員の常時８～９名体制を含め、全国的に見ても手厚い配置とするこ
とで、消防力を維持しつつ効率的な出動ができる体制とすることができます。

出張所

出張所 出張所

現状：各出張所に常時4～5名勤務



４ 署所再編による影響①

岡山県内の消防出張所等との比較
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施設名称 箇所数 管轄面積の平均
(k㎡)

管内人口の平均
(人)

常時職員数の平均
(人)

玉野市(現状) 4   22.2 12,251 4.5
〃（再編案） 2    31.6※1  15,616※2 8.5

岡山県内の状況

出張所※3 42   67.0 16,914 4.7
分 署 11   98.6 11,372 4.2
分駐所   5 100.9   7,382 3.4
全 体 58   75.9 15,041 4.5

出典：玉野市消防総務課取りまとめ（平成28年4月1日現在）
※1 1署2出張所とした場合、管轄面積は本署40.6k㎡、西部30.4k㎡、東部32.7k㎡を想定しています。
※2 1署2出張所とした場合、管轄人口は本署28,401人、西部21,095人、東部10,137人を想定しています。
※3 県内の消防出張所42か所には玉野市の４出張所も含みます。



４ 署所再編による影響②

1署2出張所に
再編した場合
（高齢者の視点）

※市内高齢者の分布図(P.5)に再編
後の想定現場到着時間のカバー範
囲を追加したもの。
 想定として、玉原運動公園（玉
原）、旧和楽園運動場（山田）の
2か所からの到着時間を試算。
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市平均現着時間6.4分で
カバーできる範囲

全国平均現着時間8.5分
でカバーできる範囲



４ 署所再編による影響③

1署2出張所に
再編した場合

（救急発生件数の視点）

※平成30年救急発生件数の図(P.6)
に再編後の想定現場到着時間のカ
バー範囲を追加したもの。
 想定として、玉原運動公園（玉
原）、旧和楽園運動場（山田）の
2か所からの到着時間を試算。
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市平均現着時間6.4分で
カバーできる範囲

全国平均現着時間8.5分
でカバーできる範囲



４ 署所再編による影響④

1署2出張所に
再編した場合

（現場到着時間の視点）

※平成30年平均現着時間の地図
(P.7)に再編後の想定現場到着時間
のカバー範囲を追加したもの。
 想定として、玉原運動公園（玉
原）、旧和楽園運動場（山田）の
2か所からの到着時間を試算。

15

市平均現着時間6.4分で
カバーできる範囲

全国平均現着時間8.5分
でカバーできる範囲


