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＜総
第１章

論＞

策定の趣旨

大分市消防局は、1953（昭和 28）年に市町村消防として発足して以来現在まで、消防組織法※１（昭
和 22 年法律第 226 号）第１条に規定された「消防の任務」を遵守し、同法第６条に規定された「市町
村の消防に関する責任」を果たしてまいりました。
そのなかで、将来の大分市消防局のあるべき姿を示し、また、その実現のため、2012（平成 24）年
度に「大分市消防局基本計画（以下「現行計画」という。）」を策定いたしました。この現行計画は、大
分市の消防力を整備するために必要な普遍的計画として、
「災害に強い安全な都市づくり」の実現を目
指し、現在もさまざまな取組を実施しています。
しかしながら、平成 29 年７月九州北部豪雨や平成 30 年７月豪雨、令和元年東日本台風、令和２年
７月豪雨など、近年の気候変動等に伴う集中豪雨及び大型化する台風など、全国各地で水害や土砂災
害が頻発・激甚化しており、また、南海トラフを震源とするマグニチュード８から９クラスの地震の発
生確率が、今後 30 年以内で 70～80％とされ、これによる甚大な被害の発生が想定されるとともに、
2016（平成 28）年の熊本地震のように、震源が浅く、大きな被害をもたらす活断層に伴う地震の発生
も懸念されています。
そのため、本市消防局は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、人命救助を最優
先とした災害対応、災害等による傷病者の搬送を行い、その一方で消防を取り巻く社会情勢や多様化
する災害を見据えた対応力の維持が求められています。
このようなことから、現行計画の期間が 2021（令和３）年度までであることもふまえ、2022（令和
４）年度から始まる「新たな時代に則した大分市消防局基本計画」を策定いたします。この計画は、大
分市総合計画の個別計画に位置付け、だれもが『安全・安心を身近に実感できるまちづくり』をより一
層進める消防局の中・長期的な最上位計画とし、大分市の消防力の維持のみならず、さらなる向上を目
指します。
【参考】消防組織法（昭和 22 年 12 月 23 日法律第 226 号）引用
（消防の任務）
第一条

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護すると

ともに、水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害
等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
（市町村の消防に関する責任）
第六条

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

■用語解説（総論第１章）
※１

消防組織法：日本の消防の任務範囲､消防責任を市町村が負うこと､消防機関の構成､などについて規

定する法律｡消防に関する基本法と呼ぶべき内容を有する｡法令番号は､昭和 22 年法律第 226 号､1947
（昭和 22）年 12 月 23 日に公布された｡
【参考】消防法※2 は､主として防火に関する法律である｡
※２

消防法：｢火災を予防し､警戒し及び鎮圧し､国民の生命､身体及び財産を火災から保護するとともに､

火災または地震等の災害に因る被害を軽減し､もって安寧秩序を保持し､社会公共の福祉の増進に資
すること｣（１条）を目的とする法律である｡法令番号は､昭和 23 年法律第 186 号､1948（昭和 23）年
７月 24 日に公布された｡消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める｡
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計画の位置付け

「大分市消防局基本計画」は、
「大分市総合計画の個別計画」の一部として位置付け
られ、
『大分市民の安全・安心を支える頑丈な基礎』として存在します。
「常に中心に市民がいること」を意識し、大分市消防局の最上位計画である「大分
市消防局基本計画」と、それに紐付く大分市消防局の個別計画が展開する各種政策・
施策・事務事業を基礎として、
『人的資源（ヒト）
・・・教養訓練』
『財政資源（モノ・
カネ）
・・・予算』
『情報発信（情報）
・・・広報』の三つが本市にいる住民全てを支え
る強い柱となります。
そして、
「大分市総合計画」は、本計画を支える土地であり、その上で職員一人ひと
りの手により、当局の基礎と柱を将来にわたり持続し、充実・強化していきます。

●イメージ図

消防団

情報発信

人的資源

財政資源
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対象範囲

本市消防局の施策や事業を対象としています。

第４章

計画の期間

この計画の期間は、2022（令和４）年度から 2031（令和 13）年度までとし、本市総合計画との接続、
他の本市個別計画との連携、整合を図るため、中間見直しを行います。
なお、
『市民が消防業務に関心を持ち、消防への理解を促進する』ため、大分市行政評価・実施計画
による毎年の評価以降に、本計画の進捗結果を本市ホームページにて公表いたします。

中間見直し
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消防を取り巻く社会の動向
大分市の人口動態

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、このままの状況で人口が推移していけば、2015（平
成 27）年から 2045（令和 27）年までの 30 年間で、本市の総人口は約 4.4 万人、生産年齢人口（15 歳
～64 歳）は約 6.8 万人減少すると予測されています。一方、老年人口（65 歳以上）は約 3.9 万人増加、
市総人口に占める高齢者割合（高齢化率）は 36％に達すると予測されています。
現在、わが国では、国民の約４人に１人が 65 歳以上の高齢者という「超高齢社会」となっています。
本市においても、2020（令和２）年の高齢化率は 28％となっており、団塊の世代が 75 歳に達する
2025（令和７）年には、本市の高齢化率が 30％を超える見込みです。また、将来推計人口によると、
高齢者人口は増え続けていく事が予想されていることから、高齢化率の上昇とともに、認知症高齢者
や、ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯が増加することも想定されます。
特に、大分市消防局基本計画の計画期間である 2022（令和４）年から 2031（令和 13）年までの推計
を見ると、2025（令和７）年から 2030（令和 12）年の５年間で高齢化率は 30％から 31％へ１％上昇
し、年少人口割合は 13％から、推計期間 30 年での最低水準である 12％まで減少する見込みであり、
少子高齢化が顕著に進展する時期になります。
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大分市のまちの状況

建物の状況については、2020（令和２）年度版固定資産概要調書によると、全棟数 195,152 棟のう
ち、木造家屋 138,476 棟（71.0％）、非木造家屋 56,676 棟（29.0％）の内訳です。また、木造家屋のう
ち、人が住む住宅（アパートや店舗と一体になった併用住宅を含む）は 114,560 棟（82.7％）となって
います。一方、非木造家屋のうち、人が住む住宅（アパートやマンションを含む）は 30,012 棟（53.0％）
となっています。
都市計画の状況については、2021（令和 3）年３月公表『大分市都市計画マスタープラン』によると、
市内を９地区に分けて設定しています。
大分地区については、将来人口は減少する見通しです。土地利用動向は、地区面積 6,823ｈａで、宅
地や道路などの都市的土地利用面積は 65.1％、森林などの自然的土地利用面積は 34.9％となっていま
す。
鶴崎地区については、将来人口は、2035（令和 17）年をピークとした微増傾向が続く見込みです。
土地利用の動向は、地区面積 5,270ｈａで、都市的土地利用面積は 48.4％、農地や山林などの自然的土
地利用面積は 51.6％となっています。交通体系は、
（都）臨海産業道路、国道 197 号及びバイパス、東
九州自動車道大分宮河内ＩＣがあるため、比較的充実しています。
大南地区については、将来人口は、2040（令和 22）年には２割弱の人口が減少する見通しです。高
齢化率は、2015（平成 27）年に 27.6％と本市平均と比較すると高い割合を示し、2040（令和 22）年に
は、47.6％となる見込みであり、約２人に１人は高齢者となる見通しです。土地利用動向は、地区面積
12,002ｈａで、都市的土地利用面積は 11.9％、自然的土地利用面積は 88.1％となっています。交通体
系は、中判田は広域的な道路網が集約され、中心市街地に向かう交通が国道 10 号に依存していること
から、交通渋滞のおそれがあり、その対策として国道 10 号高江拡幅事業が実施されています。
稙田地区については、将来人口は、2040(令和 22) 年には約 1 割の人口が減少する見通しです。人口
構成は、急速に増加した生産年齢人口が老年人口に転じていくことにより、2015（平成 27）年の高齢
化率 29.9％が、2040（令和 22）年には 38.8％に増加し、開発住宅団地を中心に高齢化が進行する見通
しです。土地利用の動向は、地区面積 5,266ｈａで、都市的土地利用は 38.9％、自然的土地利用面積は
61.1％となっています。交通体系は、国道 10 号、210 号、442 号、東九州横断自動車道大分光吉ＩＣ
や、ＪＲ久大本線及び豊肥本線などがあるため、比較的充実しています。
大在地区については、将来人口は増加傾向にあり、2040（令和 22）年には１割強増加する見通しで
す。2015（平成 27）年の高齢化率は 16.3％であり、2040（令和 22）年には 28.9％と高齢化が進行する
見通しです。土地利用動向は、地区面積 1,318ｈａで、都市的土地利用面積は 78.4％、農地や山林など
の自然的土地利用面積は 21.6％となっています。交通体系は、東西方向の都市内連携軸として(都)臨
海産業道路、県道大在大分港線及び国道 197 号があり、ＪＲ大在駅に自由通路が整備され、駅南北の
アクセスが向上しました。国道 197 号では、角子原周辺において交通量が多く交通渋滞のおそれがあ
ります。
坂ノ市地区については、将来人口は 2040（令和 22）年には現在より 2 割程度増加する見通しです。
高齢化率は 2015（平成 27）年で 25.9％と、市全体よりも低くなる見通しです。土地利用動向は、地区
面積 4,985ｈａで、都市的土地利用面積は 24.0％、自然的土地利用面積は 76.0％となっています。交
通体系は、東西方向の都市内連携軸として（都）臨海産業道路、国道 197 号が整備され、ＪＲ日豊本線
も併走しています。南北方向には県道臼杵坂ノ市線などの幹線道路が整備されています。
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明野地区については、将来人口は減少傾向が続き、2015(平成 27)年から 2040(令和 22)年の間で約３
割の人口が減少する見通しです。高齢化率は 2015（平成 27）年 23.3％、2040（令和 22）年には 46.9％
に上昇する見通しです。土地利用動向は、地区面積 440ｈａで、都市的土地利用面積は 83.1％、自然的
土地利用面積は 16.9％となっています。交通体系は、県道大分臼杵線、(都)向原尾崎線、(都)萩原明
野線及び(都)東原明野線が整備されていますが、県道大分臼杵線の主要な交差点において交通渋滞の
おそれがあります。
佐賀関地区については、将来人口は減少傾向にあり、2015（平成 27）年から 2040（令和 22）年まで
の間に約４割弱の人口が減少する見通しです。2015（平成 27）年の実績値をみると地区住民の約５割
が高齢者となっており、市全体の高齢化率と比べても、約２倍と高水準です。この傾向が続けば、2040
（令和 22）年には人口の約７割が高齢者となる見通しです。土地利用動向は、地区面積 4,939ｈａで、
都市的土地利用面積は 10.1％、自然的土地利用面積は 89.9％となっており、地区の大部分は自然的土
地利用となっています。
野津原地区については、将来人口は減少傾向にあり、2015（平成 27）年から 2040（令和 22）年まで
の間で約３割の人口が減少する見通しです。2015（平成 27）年の実績値をみると地区住民の約４割が
高齢者となっており、市全体の高齢化率と比べても高水準となっています。この傾向が続けば、2040
（令和 22）年には人口の約半数が高齢者となる見通しです。土地利用動向は、地区面積 9,074ｈａで、
都市的土地利用は 7.8％、自然的土地利用面積は 92.2％）となっており、平坦地が少なく、全体の８割
近くが森林山林となっています。
●大分市のまち状況

別表

地区名

将来人口

地区
面積

都市的
土地利用

自然的
土地利用

大分地区

・減少する見通し

6,823ha

65.1％

34.9％

鶴崎地区

・2035（令和 17）年をピークとした微増傾向

5,270ha

48.4％

51.6％

12,002ha

11.9％

88.1％

5,266ha

38.9％

61.1％

1,318ha

78.4％

21.6％

4,985ha

24.0％

76.0％

440ha

83.1％

16.9％

4,939ha

10.1％

89.9％

9,074ha

7.8％

92.2％

大南地区

稙田地区

大在地区
坂ノ市
地区

明野地区

佐賀関
地区

野津原
地区

・2040（令和 22）年には２割弱の人口が減少する見通し
・高齢化率は、2040（令和 22）年には 47.6％となり、約２人に１人は高
齢者となる見通し
・2040（令和 22）年には約１割の人口が減少する見通し
・2015（平成 27）年の高齢化率 29．9％が、2040（令和 22）年には 38.8％
に増加し、開発住宅団地を中心に高齢化が進行する見通し
・増加傾向にあり、2040（令和 22）年には１割強増加する見通し
・2015（平成 27）年の高齢化率は 16.3％であり、2040（令和 22）年には
28．9％で、高齢化が進行する見通し
・2040（令和 22）年には現在より２割程度増加する見通し
・高齢化率は 2015（平成 27）年で 25.9％と、市全体よりも低くなる見通
し
・減少傾向が続き、2015（平成 27）年から 2040(令和 22)年の間で約３割
の人口が減少する見通し
・高齢化率は 2015（平成 27）年 23.3％、2040（令和 22）年には 46.9％
に上昇する見通し
・減少傾向にあり、2015（平成 27）年から 2040(令和 22)年の間で約４割
弱の人口が減少する見通し
・2015（平成 27）年の実績値をみると地区住民の約５割が高齢者となっ
ており、市全体の高齢化率と比べても、約２倍と高水準
・減少傾向にあり、2015（平成 27）年から 2040(令和 22)年の間で約３割
の人口が減少する見通し
・2015（平成 27）年の実績値をみると地区住民の約４割が高齢者となっ
ており、市全体の高齢化率と比べても高水準
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１

論＞

大分市を取り巻く環境

地勢・気候
大分平野は、大分川と大野川の下流域に形成された平野であり、県下では県北の中津平野に次いで大

きく、東西約 25ｋｍ、南北 15ｋｍに及び、標高、地形、地質から大分・鶴崎低地、大在低地、埋立地
等に分けられています。大分市街地が立地しているところは、大分川、大野川の河川低地及び三角洲、
海岸平野、さらには埋立地からなる、大分・鶴崎低地と呼ばれる標高が１～20ｍの低地部に当たってい
ます。また、大在低地と呼ばれる大在、坂ノ市の平野部は、大野川右岸の三角洲、大在、坂ノ市の海岸
平野、丹生川等の河岸低地からなり標高は１～10ｍ程度です。
このように大分市街地は、市街地を大分川、大野川が貫流する低平地部に位置していることから、河
川災害が起こりやすい環境にあります。
大分市の平坦部は、東、南、西にかけて山地で囲まれ、北面は別府湾に臨んでいます。こうした地形
及び位置の関係から、温暖少雨を特色とする瀬戸内型気候区に属しており、沿岸部では年平均気温の平
年値が 16℃を超え気候的には恵まれています。
なお、大分川、大野川の中流域では、沿岸部に比べ１～２℃程度低くなっています。
※平年値とは、1981（昭和 56）年から 2010（平成 22）年までの統計期間の平均です。
２

降水量
大分市の年間降水量の平年値は 1,644.6ｍｍです。降水量が多いのは、６～７月の梅雨期と８～９月

の台風期です。降水量の平年値は、６月 273.8ｍｍ、７月 252.5ｍｍ、８月 172.2ｍｍ、９月 219.5ｍｍ
で、この４か月間に年間降水量の約 56％を記録します。逆に少ないのは 12 月で 34.4ｍｍとなってい
ます。
特に梅雨期の大雨は、梅雨最盛期に梅雨前線が大分県を東西に横切って長期間停滞し、前線上を低気
圧が次々に通過する場合、24 時間降水量が 100ｍｍ、総降水量では 700ｍｍ以上の多雨域がしばしば現
れ、特に大分県西部や南部の山岳地帯が多雨域となっています。また、九州北部地方に前線が停滞する
場合、太平洋高気圧の周辺部から流れ込む暖かく湿った空気が前線を活発化させ大雨となり、さらに台
風が接近すると台風自体の雨が加わり、総降水量 500～700ｍｍを超える大雨になることがあります。
３

台風
台風の年間発生数の平年値は、約 26 個であり、月別の発生数の平年値は８月の 5.9 個が最も多く、

次いで９月の 4.8 個、７月及び 10 月の 3.6 個の順に多くなっています。年によって発生する個数の違
いもあり、多い年では 39 個（1967（昭和 42）年）発生し、少ない年では 14 個（2010（平成 22）年）
発生しています。
なお、1990（平成２）年から 2019（令和元）年までの 30 年間に発生した台風の総数は、759 個であ
り、このうち九州北部に上陸または接近した台風（九州北部の気象官署から 300ｋｍ以内に入った台
風）は 115 個に上っており、平均すると１年に３個あまりになります。九州本土に上陸した台風（熱帯
低気圧となって上陸したものを除く。）は 30 年間に 38 個で、１年に平均 1.2 個になります。
大分県に災害をもたらした台風の特徴は、９月に発生した台風が最も多く、次いで８月であり、台風
が南から北上し、大分県の東側を通過した場合、大雨となることが多く、台風の速度が遅いか停滞すれ
ば被害はさらに増大します。九州北部地方に前線があり、台風が南海上を北上している場合は、大分県
から離れていても台風から流れ込む暖かく湿った空気が前線の活動を活発化させ大雨となり、さらに
台風自体の雨が加わり大規模な水害となることがあります。台風の接近と大潮時の満潮が重なった場
合は、特に河口付近の潮位が上昇するうえ、大雨により河川の水位が上昇するため、河川が氾濫するこ
とがあります。
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地震
1921（大正 10）年以降 2017（平成 29）年までに大分市で震度４以上を観測した地震は、29 回発生し

ています。紀伊半島沖などでマグニチュード８クラスの巨大地震が発生すると、大分市においても地震
による被害や津波の襲来が予想されることが、1854 年の安政南海地震※３（マグニチュード 8.4）や 1946
（昭和 21）年の南海地震※４（紀伊半島南東沖マグニチュード 8.0）など、過去の地震記録からうかが
えます。
また、大分市における震度１以上を観測する地震は、日向灘、豊後水道、安芸灘、周防灘を結ぶ海域
及び陸域の浅い場所で多くが発生しています。
近年では、1975（昭和 50）年の大分県中部地震※５や 2016 年（平成 28）年熊本地震において、大分
県内でも家屋倒壊などの被害が発生しました。
今後 30 年以内に、70～80％の確率で発生すると予測されている、南海トラフを震源とする巨大地震
では、本市においても最大震度６強が想定されており、その対策が喫緊の課題となっています。
５

津波
近年、豊後水道や伊予灘を震源とする地震により津波が発生し、本市沿岸に到達した例はありません

が、2010（平成 22）年のチリ中部沿岸地震※６（マグニチュード 8.8）や 2011（平成 23）年の東北地方
太平洋沖地震※７（マグニチュード 9.0）に伴い、高さ１ｍ以内の津波が大分県沿岸で観測されていま
す。
発生が懸念されている南海トラフを震源とする巨大地震では、佐賀関西町で最大津波高 8.3ｍの津波
が、豊海五丁目で最大津波高 4.3ｍの津波が襲来し、その到達時間は、佐賀関西町で１時間９分、豊海
五丁目で１時間 41 分と想定されています。また、津波高１ｍの津波の到達時間については、佐賀関西
町で 53 分、豊海五丁目で１時間 27 分と想定されており、津波による被害の発生が懸念されています。
なお、佐伯市米水津の龍神池での津波堆積物の調査により、過去 3,300 年間に８回の大津波が襲来
したことが判明しており、684 年の白鳳地震※８以来、大津波を伴う地震が約 300～400 年と約 700 年の
間隔で繰り返し発生したと推定されています。現在、約 300 年前の宝永地震※９（1707 年）によるもの
が最新と考えられていることから、次の南海トラフの地震は大津波が発生する可能性が高いと考えら
れます。
■用語解説（総論第５章第３節）
※３

安政南海地震：江戸時代後期の嘉永７年 11 月５日（1854 年 12 月 24 日）に発生した南海地震であ

る｡南海トラフ巨大地震の１つとされ､約 32 時間前に発生した安政東海地震とともに安政地震､安政
大地震とも総称される｡この地震が起きた当時の文書には､嘉永七年と記録されているが､この天変
地異や内裏炎上､前年の黒船来航を期に改元されて安政と改められ､歴史年表上では安政元年（1854
年）であることから､安政を冠して呼ばれる｡
※４

南海地震：1946（昭和 21）年 12 月 21 日午前４時 19 分過ぎに､潮岬南方沖（南海トラフ沿いの領域）

78 キロメートル（北緯 32 度 56.1 分､東経 135 度 50.9 分）､深さ 24 キロメートルを震源としたマグ
ニチュード（Ｍｗ）8.0 の地震である｡1946（昭和 21）年南海地震とも呼ばれ､単に南海地震といえ
ば､この地震を指すことも多い｡発生当時は､南海道地震（なんかいどうじしん）と呼ばれていた｡南西
日本一帯では､地震動､津波による甚大な被害が発生した｡
※５

大分県中部地震：1975（昭和 50）年４月 21 日の午前２時 35 分に､大分県中部（玖珠郡・大分郡付

近）を震央として発生した､内陸直下型地震である｡大分地震とも呼ばれている｡
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■用語解説（総論第５章第３節）
※６

チリ中部沿岸地震：チリ中部沿岸で 2010（平成 22）年２月 27 日３時 34 分 14 秒（現地夏時間:６時

34 分 14 秒ＵＴＣ）に発生した大地震である｡地震の規模は､ＵＳＧＳ（アメリカ地質調査所）によれ
ば､モーメントマグニチュード（Ｍｗ）で 8.8 だった｡1900 年以降､チリでは 1960（昭和 35）年５月
のチリ地震に次ぐ規模､世界でも発生当時では５番目の規模の地震となった｡
※７

東北地方太平洋沖地震：2011（平成 23）年３月 11 日（金）14 時 46 分ごろに、日本の三陸沖の太平

洋を震源として発生した地震である。地震の規模はマグニチュード （Ｍｗ）9.0 で、日本の観測史
上最大規模だった。また、宮城県栗原市で最大震度７が観測された。気象庁により震度７が記録され
たのは、1995（平成７）年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）、2004（平成 16）年の新潟県中越
地震以来、観測史上３回目である。この地震による被害は、
「東日本大震災」と呼ばれる。本震の地
震動と、それに伴う津波、およびその後の余震は、東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害
をもたらし、日本において第二次世界大戦後最悪の自然災害とも言われている。また、国際原子力事
象評価尺度で、最も深刻なレベル７と評価された福島第一原子力発電所事故もあわせて発生した。
※８

白鳳地震：白鳳時代（飛鳥時代後期）の天武天皇 13 年（684 年）に起きた巨大地震。南海トラフ沿

いの巨大地震と推定されている。南海トラフ巨大地震と推定される地震の確実な記録としては、最古
のものである。白鳳の大地震（はくほうのおおじしん）、白鳳大地震（はくほうおおじしん）、あるい
は天武地震（てんむじしん）とも呼ばれる。記録による土佐や伊予の被害の様相から、南海道沖の地
震と考えられていたため、白鳳南海地震（はくほうなんかいじしん）とも呼ばれてきたが、発掘調査
により、ほぼ同時期に東海道沖も震源域となった可能性が推定されている。
※９

宝永地震：江戸時代の宝永４年 10 月 4 日（1707 年 10 月 28 日）､東海道沖から南海道沖（北緯 33.2

度､東経 135.9 度）を震源域として発生した巨大地震｡南海トラフのほぼ全域にわたって､プレート間
の断層破壊が発生したと推定され､記録に残る日本最大級の地震とされている｡宝永の大地震（ほう
えいのおおじしん）
・宝永大地震（ほうえいおおじしん）
・亥の大変（いのたいへん）とも呼ばれる｡
地震の 49 日後に起きた宝永大噴火は､亥の砂降り（いのすなふり）と呼ばれる｡
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消防に関する市民意識

～大分市が推進する“まちづくり”における“消防・救急体制の充実”に対する市民の意識～
市町村の消防機関である本市消防局が、この計画に沿って事業を進めるに当たっては、時勢や市民の
ニーズを的確に把握し、市民の視点に立った各施策の展開を進める必要があります。
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動向と課題

全国的に火災発生件数は、2006（平成 18）年以降おおむね減少傾向にあり、救急需要の将来予測に
ついては、高齢者の増加により 2035（令和 17）年頃まで増加することが予想されています。
また、近年、自然災害は各地で頻発・激甚化しており、災害対応についても複雑化、多様化していま
す。
本市でも、火災発生件数は減少傾向にあり、救急需要においては、高齢者の増加に伴い増加傾向にあ
ります。救助出動件数も「建物等による事故」、
「交通事故」、
「その他の事故」によるものが大半を占め、
増加傾向にあります。
また、地域の消防を支える消防団員は、人口減少や被雇用者の増加、平均年齢の上昇などにより、担
い手不足が懸念されています。
このような状況下において、災害を未然に防ぐとともに、さまざまな災害から市民の生命、身体及び
財産を守るという消防の責務はますます大きくなっており、社会状況の変化に対応するため、消防活動
能力の向上や医療機関や防災関係機関等との緊密な連携・協力の推進、消防団の充実・強化、消防分野
におけるＩＣＴの利活用など消防防災体制の充実を着実に推進していく必要があります。

第７章

基本方針

市民生活の安全・安心を確保するため、本市における災害状況を分析し、火災予防を推進するととも
に、消防体制と救急・救助体制の充実を図り、車両や人員及び資機材※10 の整備を図ります。
さらに、近年地震や風水害などの自然災害が各地で頻発し、その災害は大規模化、複雑化、多様化の
傾向にあり、これらに対応するため関係機関と連携強化し、緊急消防援助隊等の体制の充実を図りま
す。特に、本市で大規模災害が発生した際、他市町村消防本部からの救急・救助応援を受けるための受
援体制を構築します。

■用語解説（総論第７章）
※10

資機材：主に動力がある装備機材を指す｡例として救助資機材があり､消防法第 36 条の２に基づき

制定された｢救助隊の編成､装備及び配置の基準を定める省令｣に定められた装備機材である。
■大分市消防局マスコットキャラクター「けしモン」
2000（平成 12）年に作成されたサルのマスコットキャラクター。
正式名称は「大分市消防局マスコットマーク 2000」。
これまでは、市民の安全を願い、大分市高崎山の猿が消火活動の
基本である放水態勢をするイメージの図案でしたが、2020（令和２）
年に高崎山自然動物園の「2020ＴＮＺ選抜総選挙」とコラボした名
前投票を実施し、全国各地からの 316 票の投票により、「けしモン」
になりました。
「けしモン」の由来は、消防の基本である“火を消すこと”を
意味する「消（けし）」と、モンキーの「モン」です！
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