大分市消防局基本計画 原案
＜各論＞消防体制の充実

第２章

消防体制の充実

第１節

消防隊等の強化のための改革

消防隊等の能力を最大限に引き出せるように、部隊を再編成し、部隊運用の効率化や専門化を
進めます。
■現状と課題（第２章第１節）
本市の消防力として、指揮隊※15３隊、消防隊 14 隊、特殊車隊※16３隊、救助隊３隊の部隊を保有して
います。これらの部隊展開は、長年にわたり大きな変革なく維持してきたものでありますが、年々複雑
化する消防業務に対応するため、部隊の増強や統合、また、専門的役割の指定など、活性化のための改
革が求められています。
■現状と課題に関する統計（第２章第１節）
災害出動を分析し、効果的な
部隊の活用を検討するよ

●災害出動の状況（救急を除く）
2015（平成 27）年～2019（令和元）年

災害出動の状況（救急を除く）
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●消火訓練
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●はしご消防自動車（中央８号車）

中央消防署のはしご消防自動車は、
４０ｍ級だよ

■課題に対する取組（第２章第１節）
１.火災原因調査体制の再構築・専門化を図ります。
◆ 火災原因調査体制の環境整備と、事務の効率化を図るため火災原因調査専門の部隊を創設します。

２.部隊の専門化を図ります。
◆ コンビナート災害やテロ災害、大規模林野火災等の希少事案への対応力を強化するため各種災害に対
応する専門小隊を創設します。
３.消防署（所）の地域性に応じた能力の強化・人員の最適化を図ります。
◆ はしご車を運用する部隊を再編成し、消防活動の効率化と隊員の育成に努めます。
◆ 佐賀関の消防隊を再編成し火災対応能力を強化します。
◆ 野津原小隊の人員配置の適正化を図ります。
４.指揮隊の強化を図ります。
◆ あらゆる災害現場での指揮能力向上のため、指揮隊の人員配置を適正化します。

■用語解説（各論第２章第 1 節）
※15

指揮隊：部隊を統括する大隊長の他､２人以上の隊員が所属する隊｡災害現場において災害の情報収

集､部隊の統制を行うことを任務とする｡
※16

特殊車隊：主に大型車両のうち､はしご車､水槽車を運用する隊｡

－23－

大分市消防局基本計画 原案
＜各論＞消防体制の充実

第２章

消防体制の充実

第２節

部隊充実に向けた車両・装備等の整備事業

高度な消防業務に対応するため、装備等を充実させるとともに、部隊活動に特化した車両や、
道路事情等の地域の実情に即した車両を導入します。
■現状と課題（第２章第２節）
これまで、車両更新については、従前の車両を踏襲したタイプの車両をベースに更新してきました
が、第２章第１節の現状と課題に掲げる部隊の強化に合わせた車両や新たな資機材を整備していく必
要があります。
また、新たに開発される優れた資機材の導入について調査・研究を続け、本市にとって必要なものを
見定めながら充実を図っていく必要があります。
■現状と課題に関する統計（第２章第２節）
本市の財政負担の平準化も見据えた手続きとして、消防関係車両はいつでも万全な活動が行えるよ
う、車種ごとに一定の期間を更新時期とし、更新時期が迫った車両に対し劣化程度を調査の上、更新手
続きを執り行っています。当該更新車両の例は、以下のとおりとなります。
●車両使用年数及び保有数一覧
№

車両名

2021（令和２）年４月１日時点
使用年

車両保有台数

備考

１

はしご消防自動車

20 年

３台（中、東、南消防署）

購入から７年。以降５年ごとに分解整備

２

大型化学高所放水車

20 年

１台（東消防署）

購入から７年。以降５年ごとに分解整備

３

化学消防ポンプ自動車

20 年

２台（東大分出張所、南消防署）

概ね 10 年目に分解修理

４

原液搬送車

20 年

１台（東消防署）

５

支援車

20 年

１台（消防局）

６

水槽車

20 年

３台（中、東、南消防署）

７

重機搬送車・重機

20 年

１台（南消防署）

８

水槽付消防ポンプ自動車

14 年

13 台（中、東、南消防署）

９

消防ポンプ自動車

16 年

10 台（中、東、南消防署）

10

救助工作車

16 年

４台（消防局、中、東、南消防署）

11

水難救助車

16 年

１台（大在出張所）

よって出動

12

特殊災害車

16 年

１台（明野出張所）

するさまざま

13

指揮車（署・局）

16 年

４台（消防局、中、東、南消防署）

な消防車両が

14

調査車

14 年

３台（中、東、南消防署）

15

資機材搬送車

20 年

３台（中、東、南消防署）

16

人員搬送車

20 年

２台（消防局、南大分分署）

大分市には、
災害の種別に

あるよ

14 年（15 万
ｋｍ以上）

４台（消防局）

17

広報車・連絡車

18

燃料補給車

20 年

１台（消防局）

19

高所作業車

16 年

１台（南大分分署）

20

高規格救急車

８年

16 台（中、東、南消防署）

21

非常用救急車

12 年（15 万
ｋｍ以上）

３台（中、東、南消防署）

22

地震体験車

20 年

１台（消防局）

23

軽自動車（リース）

５年

18 台（消防局、中、東、南消防署）
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●消防局保有のドローン
※大分市消防局では、無人航空機運用要綱及び飛行マニュアルを策定するとともに、2017（平成 29）
年度から運用を開始し、現場活動における情報収集や偵察など、さまざまな場面で活用しています。

■課題に対する取組（第２章第２節）
１.新規車両、既存車両を導入します。
◆ 消防車両等更新の基準に基づき車両を更新します。
◆ 消防ポンプ自動車の台数の見直しや、新規車両と更新車両を整理し配置を行います。
◆ 部隊の新設、改編等に応じて、その部隊に適した新規車両を導入します。

２.消防車両等の仕様並びに適正配置を図ります。
◆ 地域特性（狭隘地区、山間地域等）並びに部隊活動に特化した消防車両とし、その適正配置を行いま
す。
◆ 各消火車両（ポンプ車）に搭載する泡消火薬剤混合システム※17 について研究をおこない、火災の状況
や使用のタイミングについて具体的な使用方法を明確にします。
３.狭隘地区への対応の強化を図ります。
◆ 機動性と汎用性に富む可搬ポンプを積載可能な小型消防トラックを導入します。

４.消防資機材の適正配備を図ります。
◆ 組織再編等に合わせ、消防資機材を適正に配備します。

５.消防資機材の充実を図ります。
◆新たな資機材の研究を行い、より充実した消防資機材の整備を図ります。

６.規格の統一や小型化軽量化を図ります。
◆ 隊員の安全確保に努めるとともに、作業負担の軽減を図ります。

■用語解説（各論第２章第２節）
※17

泡消火薬剤混合システム：水と消火薬剤を比例混合した水溶液を散布し、消火効率を向上させる方

法である。
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第２章

消防体制の充実

第３節

消防力維持のための整備事業

消防力の維持管理に必要な点検・整備等のメンテナンスを行い、必要な資材・消耗品を適宜購
入します。
■現状と課題（第２章第３節）
本市の消防力を構成する消防車両、装備品は多数あり、それらは消防業務の多様化、複雑化により今
後ますます増えていく傾向にあります。そのことに連動し、これらの資機材※18 を適切に維持するため
の費用も年々増加する傾向にあります。
これらの維持管理をより効率的に行うためにも、適切な更新計画を定め計画的に調達や更新を図る
必要があります。

土砂災害等に活躍する
重機と重機搬送車だよ

■課題に対する取組（第２章第３節）
１.消防車両・資機材の維持管理を図ります。
◆ 常に車両の点検等を行うとともに、各種資機材の修繕、検査を実施します。
◆ 車両や資機材の維持に必要な消耗品等を購入します。
◆ 国の指針に基づいて、はしご車のオーバーホールを適切に行います。
◆ 風水害の対策として、土嚢用の砂や土嚢袋など必要な原材料や資機材等を購入します。

２.消防資機材の更新を図ります。
◆ 長期的な視点に立ち、平準化を考慮した更新を行います。
◆ 必要と認められる資機材にあっては、更新計画に基づき整備していきます。

■用語解説（各論第２章第３節）
※18

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。
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第２章
第４節

消防体制の充実
消防水利充実事業
安定した消防水利を確保するため、耐震性貯水槽や消火栓※19 の整備を推進します。

■現状と課題（第２章第４節）
大規模な地震が発生した場合でも、効率的な消火活動が行えるよう耐震性等を有した防火水槽※20 を
整備していくとともに、老朽化した防火水槽の廃止や改修等を計画的に行い、現有施設の適切な維持管
理に努める必要があります。
既存の防火水槽について、耐震及び強度点検調査の必要があります。
さらに、火災現場で不可欠な本市の消火栓については、水道施設整備事業にあわせて有効な基準水量
が得られるよう関係機関と協議した上で、周辺の水利状況を勘案しながら随時整備し、老朽化が認めら
れるものは修繕しています。
2018（平成 30）年度～2020（令和２）年度

■現状と課題に関する統計
2018（平成 30）年度

（第２章第３節）
●消防水利状況

消火栓の数

2020（令和２）年度

8,067 基

8,061 基

8,067 基

18 件

22 件

８件

防火水槽の数

933 基

936 基

940 基

内耐震性貯水槽

140 基

143 基

147 基

修繕件数
火災現場では、
消防水利が重要な
ため、発見しやす
いようにオレンジ
色にしているよ

2019（令和元）年度

■課題に対する取組（第２章第４節）
１.適切な維持管理に努めます。

●消火栓

◆ 毎月の消防水利調査を実施します。
◆ 防火水槽を修理・修繕します。
●耐震性貯水槽

２.防火水槽を新設します。
◆ 耐震性貯水槽を新設します。
３.既存の防火水槽を整備点検調査します。
◆ 耐震及び強度点検調査を実施します。
◆ 老朽化した防火水槽の廃止や改修等による、長寿命化を検討します。
４.消火栓の整備を図ります。
◆ 周辺の水利状況を勘案し、布設替えなどを通じて消火栓の適正配置に努めます。
◆ 老朽化した消火栓等を修繕します。

■用語解説（各論第２章第４節）
※19

消火栓：消火活動に必要な水を供給する為の設備｡大きく分けて､主に消防隊が用いる消防水利とし

て設置されたものと､消防法等により建築物等に消防用設備として設置を義務付けられ､主に一般人
や自衛消防隊が用いるものとの二種類がある｡本計画では､消防水利としての消火栓を指す｡
※20

防火水槽：消火用の水をためておく容器｡小火（ぼや）対策程度の小さなものから､消防車に水を提

供する､地下に設置した大型のものまである｡市が公費で設置または自治会が独自に設置したものが
ある｡
－27－
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第２章

消防体制の充実

第５節

消防施設事業

災害時の拠点施設である消防庁舎を計画的に整備し、予防保全による適正な維持管理に努めま
す。
■現状と課題（第２章第５節）
本市は３署（本局含む）
・２分署・９出張所の 14 署所と、消防力の維持・強化を図るため各種訓練を
実施する消防総合訓練所を配置して各種災害に備えています。
消防総合訓練所を含む消防庁舎の約半数は、築 30 年以上経過している状況で老朽化対策が課題とな
っており、これらは大規模災害時の救助活動等の拠点施設として位置付けられていることから、本市の
財政状況を考慮しながら計画的に整備を進める必要があります。
災害時の拠点施設である

■現状と課題に関する統計（第２章第５節）

消防庁舎の整備は、消防力を
維持するために必要だよ

●各施設別の整備・保全計画

消防・防災施設・・・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造のもの
＜改修計画＞
№

施設建物名称

2020（令和２）年度時点
延床面積
（㎡）

整備年度

計画年度

建物構造

立地条件

改修種別

（ハザードマップ等対象地域）

１

大分市消防局・中央消防署 庁舎

3,959

1981（昭和 56）年度

2025（令和７）年度

鉄骨鉄筋コンクリート

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～3ｍ）

２

大分市消防局・中央消防署 車庫

338

1991（平成 11）年度

2039（令和 21）年度

鉄

造

中規模改修（20 年）

洪水（0.5～3ｍ）

３

大分市消防局・中央消防署 第２車庫

1,064

2014（平成 26）年度

2034（令和 16）年度

鉄筋コンクリート

中規模改修（20 年）

洪水（0.5～3ｍ）

４

東消防署 庁舎

2,337

1986（昭和 61）年度

2023（令和５）年度

鉄骨鉄筋コンクリート

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～5ｍ）

５

南消防署 庁舎

3,205

2006（平成 18）年度

2026（令和８）年度

鉄筋コンクリート

中規模改修（20 年）

洪水（0.5～3ｍ）

６

南消防署 訓練塔主塔

242

2006（平成 18）年度

2026（令和８）年度

鉄

中規模改修（20 年）

洪水（0.5～3ｍ）

７

中央消防署 南大分分署 庁舎

861

1974（昭和 49）年度

2028（令和 10）年度

鉄筋コンクリート

建

８

東消防署 佐賀関分署 庁舎

499

2008（平成 20）年度

2028（令和 10）年度

鉄

骨

造

中規模改修（20 年）

９

東大分出張所 庁舎

340

1982（昭和 57）年度

2023（令和５）年度

鉄

骨

造

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～3ｍ）

10

西大分出張所 庁舎

331

1990(平成２)年度

2030（令和 12）年度

鉄

骨

造

長寿命化改修（40 年）

11

明野出張所 庁舎

1,084

2001（平成 13）年度

2022（令和４）年度

鉄筋コンクリート

中規模改修（20 年）

12

大在出張所 庁舎

340

1982（昭和 57）年度

2022（令和４）年度

鉄

骨

造

長寿命化改修（40 年）

13

坂ノ市出張所 庁舎

401

2009（平成 21）年度

2029（令和 11）年度

鉄

骨

造

中規模改修（20 年）

14

松岡出張所 庁舎

410

2010（平成 22）年度

2030（令和 12）年度

鉄

骨

造

中規模改修（20 年）

15

敷戸出張所 庁舎

384

2009（平成 21）年度

2029（令和 11）年度

鉄

骨

造

中規模改修（20 年）

16

大南出張所 庁舎

343

1982（昭和 57）年度

2024（令和６）年度

鉄

骨

造

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～10ｍ）

17

野津原出張所 庁舎

337

2013（平成 25）年度

2033（令和 15）年度

鉄

骨

造

中規模改修（20 年）

18

消防総合訓練所訓練塔１

296

1983（昭和 58）年度

2024（令和６）年度

鉄筋コンクリート

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～3ｍ）

19

消防総合訓練所訓練塔２

258

1983（昭和 58）年度

2024（令和６）年度

鉄筋コンクリート

長寿命化改修（40 年） 洪水（0.5～3ｍ）
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大分市消防局基本計画 原案
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■課題に対する取組（第２章第５節）
１.計画的な予防保全による消防庁舎の維持管理を図ります。
◆ 大分市公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画に則って整備します。
◆ 構造躯体の健全性調査を実施します。
◆ 躯体の健全性調査結果における耐用年数に基づいて改修します。
◆ 定期的な点検・診断を実施します。
◆ 改修期間中における仮移転先（土地・建物）を手配します。

２.必要に応じた施設の環境整備（女性施設等） を図ります。
◆ 女性施設がない消防庁舎への増設を行います。（長寿命化改修にあっては、構造的に可能な場合に限
る。）
◆ 今後の消防隊の能力に応じた施設の整備を行います。（車庫等）
３.将来の本市における消防庁舎の適正な配置を調査・研究します。
◆ 消防庁舎の配置については、各地域の人口推計、地勢、災害動向に応じた部隊運用に連動した整備が
必要なことから、部隊運用の研究結果を基礎に、将来の本市における庁舎配置を調査・研究します。

・整備計画については状況に応じ、適宜見直しを行うこととします。
・利用上大きな支障があり緊急対応が必要な場合は、優先的に実施します。
・分署、出張所は築 40 年を目途に、居ながら施工を基本とし、機能回復を目的とした中規模改修工
事を実施します。
※改修と仮設費用の合算が、建替え費用を上回るため。
●大分市消防局（中央消防署）庁舎
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第２章

消防体制の充実

第６節

消防通信施設事業

災害情報を迅速かつ的確に収集し、及び伝達するため、高機能通信指令システム※21 を活用す
るとともに、多様な情報ツールへ対応できるよう積極的にＩＣＴ※22 の利用を推進します。
■現状と課題（第２章第６節）
本市では 119 番受信から出動指令までを、コンピューターを利用した通信指令システム装置で行う
ことで、迅速かつ正確な受信及び出動指令体制を構築していますが、 社会状況の変化にともない、119
番の通信手段も電話回線以外にインターネット等を活用したものが新たに加わってきています。
本市の通信指令システム装置は、これらの新たな通信手段に対し可能な限り速やかな対応を図って
いますが、今後さらにスマートフォン用アプリ等の新たな 119 番通報システムや、通信機器等が開発
され普及した場合、現状のシステムではそれらへの対応が困難となることも考えられます。さらに、大
規模災害発生時等においても円滑な運用が行えるよう、安定性・拡張性の高い新たな通信指令システム
への更新が必要となります。
そのような中、消防指令設備等の整備・運用に係る財政負担の軽減、災害情報・活動情報の一元管理
による災害対応力の強化を図り、将来にわたって必要な消防体制を維持し、住民の安全・安心を確保で
きるよう県下 14 消防（局）本部において、消防指令業務の共同運用について 2024（令和６）年４月の
運用開始を目指し事業を進めて行きます。
また、救命率の向上や傷病増悪防止を図る点から、現在実施している 119 番受信時の応急手当口頭
指導※23 を今後も引き続いて行い、119 番通報の受信技術や指導能力をさらに向上させる必要がありま
す。
■現状と課題に関する統計（第２章第６節）

2020（令和２）年度

●119 番受信状況

注：「その他の災害」には「警戒」「自然災害」「特殊災害」「特別救急」「その他災害」が含まれます。

2016（平成 28）年～2020（令和２）年

119 番通報は、
落ち着いて話してね
困ったときは、
指令員がやさしく
教えてくれるよ
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■課題に対する取組（第２章第６節）
１.通信指令システム装置の更新時には、大規模災害時に備えた安定性と新たな通信手段に対応できる
拡張性を持たせ、情報通信機能の適切な維持を図るとともに、情報通信機器に精通したＩＴ 知識豊
富な職員の育成に努めます。
◆ 大規模災害発生時における情報通信連携体制の維持について、無停電電源装置や非常用指令設備
等による安定した通信体制や、さまざまな災害を想定した訓練により情報通信機能の維持を図り
ます。
◆ 災害支援情報について、119 番受信及び災害出動指令並びに災害活動に必要な支援情報は、常に
収集し、また、随時見直すことで情報の鮮度を保ちます。
◆ ＩＣＴを利用した通信機器の維持・推進について、消防指令業務に係る通信機器の維持をはじめ、
ＮET119※24 緊急通報システムの普及啓発や、新たな通信手段に対応した 119 通報受信システムの推
進を図ります。
◆ 消防指令業務共同運用について、荷揚町小学校跡地へ建設予定の複合公共施設に共同指令センタ
ーを整備し、県下 14 消防（局）本部管轄からの緊急通報を一箇所で受け付けることとなります。
これにより、県下 14 消防（局）本部管轄内の災害情報・活動情報を一元管理し情報共有を行うこ
とで、大規模・特異災害に対する対応力の強化及び迅速化を図ります。
２.救命率向上に向け、積極的に機会をとらえて救急関連をはじめとする各種研修に参加し、知識と技
能の維持及び向上を図ります。
◆ 救命率の向上について、口頭指導の実施と医師による事後検証により、口頭指導技術のスキルア
ップを目的とした研修会等へ参加します。
◆ 指令業務に関する知識と技能の維持及び向上について、全国通信シンポジウムや、各消防本部及
び消防学校で開催されている指令業務に関する研修会等へ参加するとともに、各種研修結果を通
信指令員相互の研修に反映させます。

多機能な
システムで
119 番を
受け付け、
迅速に指令
を出してい
るよ

●NET119 システム

１１９番
通報
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■用語解説（各論第２章第６節）
※21

高機能通信指令システム：119 番通報の受付、災害地点の地図検索、火災・救急等の自動出動指令、

消防・救急デジタル無線の通信、消防活動に関する支援情報等を一括して制御できるシステムのこ
とで、指令装置、表示盤、無線統制台、指令伝送装置、出動車両運用管理装置等で構成される。
※22

ＩＣＴ：“Information and Communication Technology”の略で、通信技術を活用したコミュニケー

ションを指す。情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービ
スなどの総称である。ＩＴに“Communication（通信、伝達）”という言葉が入っており、ＩＴよりも
通信によるコミュニケーションの重要性を強調している。単なる情報処理にとどまらず、ネットワ
ーク通信を利用した情報や、知識の共有を重要視している。
【参考】経済産業省では、通信技術そのものを扱うことが多いので「ＩＴ」を用いており、総務省で
は、情報通信産業を扱うことが多いので「ＩＣＴ」を用いている。
※23

口頭指導：救急要請受信時に現場付近にいる方に対して､通信指令センター通信員が電話等により

応急手当の協力を要請し､口頭で応急手当の指導を行うことをいう｡
※24

ＮET119 緊急通報システム：ＮET119 緊急通報システムは､音声による 119 番通報が困難な聴覚・言

語機能障害者が､円滑に消防への通報を行えるようにするシステム｡スマートフォンなどから通報用
Ｗｅｂサイトにアクセスして､消防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断するた
めに必要な｢救急｣｢火事｣の別と､通報者の位置情報を入力すれば､即座に消防本部に通報が繋がり､
その後にテキストチャットで詳細を確認する仕組みとなっている｡本市では､2020（令和２）年度に
導入済｡
●大分市消防局通信指令センター
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第２章

消防体制の充実

第７節

人材育成推進事業
災害対応能力のさらなる向上のため、人材育成の推進及び環境整備の充実を図ります。

■現状と課題（第２章第７節）
人材育成は、職員一人ひとりの可能性を最大限に引き出しながら組織力を高め、消防力の質的向上の
ためには欠かすことのできないものです。これまで本市では、人的資源が最も基本的かつ重要な要素で
あるとした方針を示す「人材育成基本ビジョン 2016」を策定し、職員層の若年化、職務の専門性の高
まりに対して、知識や技術、経験を伝承する枠組みを構築し、人材への能力開発支援、職場環境整備を
進めてきました。しかしながら、日々変容していく社会情勢に対応するため、さらに効果を高めるため
にも、柔軟な人材育成の枠組みへの変化が求められています。
また、景気の動向や社会情勢の変化等により、受験者数は 2011（平成 23）年をピークに、約 30 パー
セント申込者数が減少しています。人材確保の観点からも、受験者数の確保が課題となっています。
さらに、総務省は女性活躍を推進するため、2026（令和８）年度当初までに、消防吏員に占める女性
割合を全体の５パーセントに引き上げることを共通目標としています。全国の消防吏員に占める女性
割合は、2019（令和元）年度４月１日現在 2.9 パーセントであり、本市も同様 1.6 パーセントと低い割
合となっており、女性吏員の確保についても課題となっています。
■現状と課題に関する統計（第２章第７節）

女性に消防業務の魅力を
伝え、女性の採用受験者
数を増やしたいなぁ～

●年度別採用受験者数の推移
2015（平成 27）
年度

実施年度

2015（平成 27）年度～2020（令和２）年度

2016（平成 28）
年度

2017（平成 29）
年度

2018（平成 30）
年度

2019（令和元）
年度

2020（令和２）
年度

受験者数

304 人

320 人

257 人

258 人

263 人

253 人

男性

304 人

315 人

251 人

247 人

244 人

237 人

女性

０人

５人

６人

11 人

19 人

16 人

●消防大学校※25 の派遣実績

2008（平成 20）年度～2020（令和２）年度までの累積
専

科 教 育

実

務 講 習

区分

総合教育

科目

幹部科

警防科

救助科

救急科

予防科

危険物科

火災調査科

指揮隊長
コース

高度救助
特別高度
救助コース

NBC
コース

派遣者数

５人

５人

４人

５人

５人

３人

２人

３人

６人

８人

●大分県消防学校※26 の入校予定者数
専

区分

科

教

2020（令和２）年度時点

育

特

別

教

育

科目

警防科

救助科

救急科

火災調査科

予防査察科

初級幹部科

特殊技能
講習

消防操法
指導者研修

はしご自
動車隊員科

口頭指導
研修

派遣者数

６人

６人

12 人

６人

６人

３～５人

６人

４人

６人

２人

実施年

隔年

隔年

毎年

隔年

隔年

隔年

毎年

隔年

隔年

毎年
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■課題に対する取組（第２章第７節）
職員一人ひとりの能力の向上が、消防力の強化となる事から、これまで以上に人材育成を推進する
必要があります。
１.消防力を充実させるためには、人的資源が最も基本的かつ重要な要素であることから、社会情勢の
変化をふまえた、
「人材育成基本ビジョン 2016」を適宜見直し、人材育成を推進、目指すべき職員像
の実現に取り組みます。
◆ 人材育成ピラミッド構築の取組
各階級や補職で備えなければならない知識・技術・能力を習得できるよう、訓練や研修計画等組
織支援による人材育成ピラミッドの構築に取り組みます。
◆ 人材確保に関する取組
採用広報等を充実させ、人材確保を推進します。
◆ 人材評価に関する取組
人事評価制度の活用を推進します。
２.消防に寄せられる市民の信頼や期待に応えるためにも、高度化、専門性の概念に捉われず、消防の
責務を自覚し、自己学習に取り組み、職員自ら「学び合い、教え合う」行動（考動）を実現するため、
組織支援の構築に努めます。
◆ 人材活用に関する取組
人材活用による消防力の充実を図るため、社会情勢等の変化に応じた職員の適正な配置につい
て検討します。
◆ 人材開発支援に関する取組
専門的技術や知識を持った職員を活用し、全職員が活躍できる職場づくり、分野別人材バンク等
※27

の活用を推進します。

自己啓発学習を基本としたＯＪＴ※28、ＯＦＦ-ＪＴ※29 を推進します。

■指標（目標設定）（第２章第７節）

※30

※31
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■用語解説（各論第２章第７節）
※25

消防大学校：消防組織法第５条､総務省組織令第 152 条を設置根拠とする総務省消防庁の施設等機

関で､教育訓練機関である｡国､地方公共団体の消防上級幹部に対し､必要な知識､技能､指導能力及び
管理能力を修得させるための教養を行うほか､消防業務に関する研究を行う機関であり､東京都調布
市に置かれている｡｢消防大学｣と略称される例があるが､学校教育法第 1 条に定められた大学（文部
科学省が所管）ではない｡消防上級幹部等を対象とする省庁大学校であり､一般の新規高卒者を入学
対象とする施設ではない｡
※26

大分県消防学校：複雑多様化､大規模化する各種災害に対応するため､消防職員､消防団員及び消防

関係者に対し､消防の責務を正しく認識させるとともに､人格の向上､消防に関する知識､技術の修得､
規律の保持､協同精神のかん養を図り､もって地域住民の期待と信頼に応え得る近代消防人を育成す
ることを目的に設置された大分県の機関である｡大分県由布市に置かれている｡
※27

分野別人材バンク：大分市消防局の人材育成に特化した枠組みであり、豊富な経験又は専門的な知

識若しくは技術を有する人材と学び合い、教え合うことにより、人材育成による組織の活性化及び組
織目標達成に役立てることを目標とした制度。
※28

ＯＪＴ：“On the Job Training”の略で､通常業務のなかで行われるトレーニングのことを指す｡業

務現場でしか得られない仕事の進め方や知識､技能を習得できる｡業務現場以外の急変する環境に即
した教育が可能なＯＦＦ―ＪＴとともに､社員教育の相互補完的な役割を担っている｡
※29

ＯＦＦ－ＪＴ：“Off the Job Training”の略で､業務を離れ､教育目的で行われるトレーニングのこ

とを指す｡講習会や研修会を開き､ＯＪＴでは習得できない知識や技術の教育を行う｡
※30

中型運転免許：2007 年（平成 19）年施行の改正道路交通法で新設された、新たな免許区分である。

2007 年法改正以前の「普通自動車」としていた者の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の８ト
ン限定免許（免許証の条件欄に『中型車は中型車 （８ t） に限る』と表記される）となった。な
お、これらの「８トン」は車両総重量を指す。
【参考】中型自動車とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつである。大型自動車に該
当しない自動車のうち、車両総重量 7,500ｋｇ以上 11,000ｋｇ未満、最大積載量 4,500ｋｇ以上
6,500ｋｇ未満、または乗車定員 11 人以上 29 人以下であるものを指す。具体例としては、一般
的な「４トン（積）トラック」及び「６トン（積）トラック」、「マイクロバス」が該当する。
※31

大型運転免許：2007（平成 19）年施行の改正道路交通法で中型運転免許が新設され､大型運転免許

を必要とする車両規模の下限が､改正前の特定大型車（政令大型車）に相当するものに変更された｡
この（新）大型免許については､21 歳以上で３年以上の運転経験を持つ者が受験資格（自衛官を除く）
となる｡
【参考】大型自動車とは､車両総重量 11,000kg 以上､最大積載量 6,500kg 以上､または乗車定員 30 人
以上であるものを指す｡
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第２章 消防体制の充実
第８節 人材育成環境の整備・充実事業
災害対応能力のさらなる向上のため、人材育成の推進及び環境整備の充実を図ります。
■現状と課題（第２章第８節）
当局の訓練施設は、大分市新貝にある消防総合訓練所と、大分市大字玉沢にある南消防署敷地内訓
練棟主塔の２か所となっています。
消防総合訓練所は、1983（昭和 58）年度に整備され、整備後 37 年が経過しており、高経年化が進ん
でいます。南消防署訓練棟主塔は、2006（平成 18）年度に整備され、整備後 14 年が経過しています。
中央消防署及び南消防署は、管内に訓練施設を有していますが、東消防署は、管内に訓練施設はあり
ません。訓練計画により、指定日を設け、署をまたいだ調整により、訓練をしている現状です。
消防総合訓練所は、老朽化も進んでおり、近年の高層化傾向の建築物、複合化傾向の建築物での災害
を想定した、複合的な訓練が行いづらいことが考えられます。また、全国的に火災は減少傾向の中、災
害対応の経験を積めない職員が多く見受けられ、消防活動に関する技術や知識の向上が必須と考えて
います。
このような課題に対応するためには、経験を補うことのできるさまざまな現場を想定した訓練や研
修が重要であり、対応の前提となる災害動向の調査・研究を行うためにも、各種学校入校での経験が必
要と考えます。また、人材、時間、予算は限られていることから、職員が一体となり訓練施設や訓練・
研修の在り方について、職員相互に幅広く深い意見を提示し合う行動が求められます。
■課題に対する取組（第２章第８節）
１.職員の知識や技術のさらなる向上のため、さまざまな災害対応を想定した研修や訓練施設等の調
査・研究に取り組みます。
◆ 災害現場に即した訓練・研修の取組
災害動向の調査・研究を行い、職員提案による訓練・研修の推進を図ります。
◆ 訓練・研修施設等の整備の取組
消防総合訓練所施設の調査・研究に努め、消防力の維持を前提に、職員が訓練・研修できる環境
整備を図ります。
※訓練施設の新設を考慮した調査・研究
※調査・研究の結果を関連事業へ反映
◆ 災害動向、訓練施設の調査・研究及び訓練・研修の在り方について、中長期的視点を持った各種
消防学校への入校等、委託派遣研修の精査と選出を行います。
●人材育成の観点から必要な訓練施設例
（１）総合訓練塔（住宅等を模した模擬火災対応訓練、洞道、
火災調査判定、山岳、防災センター等）
（２）救助訓練塔（現行あり※長寿命化改修 R６予定消防総合訓練所）
（３）放水壁
（４）実火災体験型訓練施設（ホットトレーニング）
（５）水難救助訓練施設（潜水プール）

◆災害現場に即した訓練・研修の取組
災害動向の調査・研究を行い、職員提案による訓練・研修の推進を図ります。
◆ 訓練・研修施設等の整備の取組
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第２章

消防体制の充実

第９節

消防団の充実に向けた活性化推進事業

消防団の充実を図るため、効果的な広報や組織の魅力を高めることで、多様な世代からの人材
確保に努めます。
■現状と課題（第２章第９節）
消防団の活動は、火災対応だけでなく、地域密着型の消防機関という特徴を活かした、防火・防災に
関する効果的な啓発や、消防局職員の４倍以上という人員動員力を活かした、大規模な自然災害発生時
における活躍が期待できます。
しかし、本市消防団員の総数は、2008（平成 20）年４月の 2,306 人（充足率 96.8％）から、2020（令
和２）年４月現在で 2,152 人（充足率 89.6％）まで減少するとともに、高齢化率は高まっており、将
来の地域防災力低下が懸念される状況です。
そこで、本市消防団では、
「大分市消防団ビジョン※32」を策定し、諸課題の解決に向け取り組みを行
っていますが、消防団が独自に行う広報や、各地域での入団呼びかけのみでは、消防団員の大幅な増加
に繋がっていないのが現状となっています。
このことから、消防局が消防団に対する支援の一環として、地域や団体へ向けて消防団活動の意義や
必要性の説明を実施するとともに、共有する組織目標を効率よく達成できるよう、行事や啓発活動を行
う際の積極的連携を行う必要があります。
●2019（平成 31）年 4 月策定
消防団の魅力を伝え、
入団者を増やしたいなぁ～

しょうぼうだん

まとい

ぶん ご はってんかい

消 防 団 の 纒 と豊後八 纒 會
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■課題に対する取組（第２章第９節）
１.消防団が行う認知度向上に向けた取組を支援できるよう、地域住民説明や広報などを通じた協力を
行います。
２.消防団が主体となって行う「かた昼消防団※33」の普及を支援できるよう、関係団体への説明や広報
などを通じた協力を行います。
３.消防団の協力を得て、随時連携した防火啓発施策を行います。
４.消防局が主催（共催）する行事を企画する際に、より多くの市民が集える内容について検討します。
●かた昼消防団の訓練

●消防出初式

■指標（目標設定）（第２章第９節）

■用語解説（各論第２章第９節）
※32

大分市消防団ビジョン：本市消防団が社会へ柔軟に対応し、地域防災の中核として、市民の安全と

安心を守る組織であり続けるための方向性を示すともに、その実現に向けた背策を進める指針とす
ることを目的として 2019(令和元)年に策定。目指すべき将来像を掲げ、その実現に向けた 2 つの目
標と達成するための指針となる 6 つの基本施策をまとめたもの。
※33

かた昼消防団：消防団が子どもに対して消防に関する防災体験教育を行い､将来の地域防災を担う

人材を育てるとともに､顔の見える防災を作るための効果的な取組｡
なお､｢かた昼｣とは､大分弁で｢半日｣を指し、子どもの負担にならない程度の回数と時間で取り組ん
でいる。
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第２章

消防体制の充実

第 10 節

消防団の強化に向けた相互連携事業

消防団の強化を図るため、活動しやすい環境づくりや実践的な訓練と研修の充実に努めます。

■現状と課題（第２章第 10 節）
消防体制を充実するためには、消防の任務を共有する消防局と消防団が、災害発生の前後を問わず、
相互組織の長所を活かした連携を行うことが重要ですが、合同で取り組む訓練や事業、研修が少なく、
連携による一貫性のある対応が十分に行えていません。
また、消防団組織が活性化し、災害対応能力を強化していくためには、人員の確保や育成面だけでな
く、施設や装備、資機材の整備に協力する必要があります。
●消防団の訓練
（チェーンソー取扱い訓練）

（放水訓練）

■課題に対する取組（第２章第 10 節）
１.消防団員が、各署所において日常的に実施する訓練へ参加できる仕組みを作り、管轄ごとに消防団
との連携強化を支援します。
２.消防団の施設や装備、資機材について、充実・強化に努めます。
３.消防局が防災関係部局と連携し、地域防災の中核として自主防災組織等への指導的役割を担う消防
団員に対し、指導方法や内容などについて研修を行える環境づくりを図ります。
■指標（目標設定）（第２章第 10 節）
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