
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防年報 
平成 24年度版 

遠野市消防本部 



 

  

        面積    ８２５．６２ｋ㎡ 

 人 口   ２９，７４６人 

 世帯数   １０，７９５戸 

       

 

 

署 所       署員数         消防団員数 

       消防本部 １               

       消 防 署 １      定数 ５３人      定数 １，０３０人 

       出 張 所 １      実数 ５３人      実数   ９１５人 

 

 

 

        防火対象物                危険物施設 

                              製造所      ２件 

  １，１０２件                貯蔵所 １４９件 

                      取扱所  ５１件 

 

  

 

火災件数  １７件     救急件数 １，１２１件     救助件数  ２６件  

   建物火災 １１件      急  病 ７２９件      交通事故 ２３件 

   林野火災  ３件      一般負傷 １３６件      水難事故  ０件 

   車両火災  ０件      交通事故 １０５件      建築物事故 ０件 

   そ の 他  ３件      そ の 他 ２０５件      そ の 他  ３件 

 

 

 

緊急車両                   消防団車両 

     タ ン ク 車 １   救 急 車 ３     ポ ン プ 車 １４ 

      ポ ン プ 車 ３   指 揮 車 ３     積 載 車 ５３ 

      救助工作車 １   資機材搬送車 １ 

 

遠野消防早見ガイド 

管内の概要 
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車  両 

警   防 

施   設 

http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg
http://www2.city.kaizu.lg.jp/gappei/pic/keikaku2_hyousi.jpg
http://t.pimg.jp/004/171/839/1/4171839.jpg
http://freesozais.com/free/i_structure/structure_016.jpg
http://web-purple.com/illust/matu090.jpg


は じ め に 
 

この消防年報は、平成24年度(2012年)中の活動概況等を収録したもの

です。広く消防・防災情報として住民の皆さんに提供することで、現況

と課題を御理解いただくとともに、その推進について御協力をいただけ

れば幸いです。 

 

平成 25年９月           

遠野市消防本部  
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遠野市のあらまし 
 

１ 遠野市の概要 

 

遠野市は、岩手県を縦断する北上高地の中

南部に位置し、藩政時代から内陸と沿岸を結

ぶ交通、産業の要所になっています。 

市の周囲は、標高 1,917ｍの早池峰山を最

高峰に標高300～700ｍの高原群が取り囲み、

その山々から流れ出る清水は、早瀬川や宮守

川などの河川から猿ケ石川に集まり、遠野市

内を流れています。 

昭和29年に遠野町、綾織村、小友村、附馬

牛村、松崎村、土淵村、青笹村、上郷村の１

町７村が合併、平成17年10月に宮守村と合併

し現在に至っています。 

当市は、柳田國男の遠野物語発祥の地とし

て「民話のふるさと遠野」の名で知られ、ま

た、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を連想させ

るめがね橋の情景など、大自然との共生の中

から生まれた風土色豊かな郷土文化は、貴重

な遺産となっています。 

また、平成23年度から｢遠野市総合計画｣（

後期基本計画）のもと「永遠の日本のふるさ

と遠野」を将来像とし、下記の５つの大綱を

掲げ、実現に向けて新しいまちづくりに取り

組んでいます。 

 

大綱１ 自然を愛し共生するまちづくり 

大綱２ 健やかに人が輝くまちづくり 

大綱３ 活力を創意で築くまちづくり 

大綱４ ふるさとの文化を育むまちづくり 

大綱５ みんなで考え支えあうまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 面積及び位置 

 

遠野市の面積 825.62K㎡ 

（東西38.5km・南北38.2km） 

遠野市の位置 東端（東経 141°44′59″） 

西端（東経 141°18′12″） 

南端（北緯  39°11′21″） 

北端（北緯  39°33′21″） 

 

 

 

３ 主要な交通路 

 

ＪＲ釜石線 

（花巻市→遠野市→釜石市） 

国道107号 

（大船渡市→遠野市→由利本荘市） 

国道283号 

（釜石市→遠野市→花巻市） 

国道340号 

（陸前高田市→遠野市→八戸市） 

国道396号 

（遠野市→盛岡市） 



世帯数及び人口の推移

世帯数（戸） 総人口(人) 男（人) 女（人)
１k㎡当たりの

人口(人)

平成16年 10,627 32,801 15,707 17,094 39.73

平成17年 10,629 32,479 15,578 16,901 39.34

平成18年 10,690 32,072 15,367 16,705 38.85

平成19年 10,734 31,734 15,191 16,543 38.43

平成20年 10,730 31,371 15,028 16,343 38.00

平成21年 10,706 30,854 14,775 16,079 37.37

平成22年 10,673 30,455 14,576 15,879 36.89

平成23年 10,668 30,035 14,392 15,643 36.38

平成24年 10,705 29,746 14,282 15,464 36.03

平成25年 10,795 29,587 14,209 15,378 35.84

15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年

各年４月１日現在

※　平成17年以前のデータは旧遠野市と旧宮守村の合算数値。
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消 防 の 沿 革 
 

 

昭和46年 ６月 遠野地区消防事務組合庁舎建築工事着工（敷地面積 1,897㎡） 

  

昭和47年 ２月 遠野地区消防事務組合庁舎完成（庁舎面積 757.58㎡） 

  

昭和48年 ４月 遠野地区消防事務組合発足 (１消防本部･１消防署･１分署） 

管理者に遠野市長工藤千蔵、消防長に堀切重五郎が就任 

消防職員 36 名（新採用 11名） 

６月 宮守分署に救急自動車（２B 型）を配置 

７月 遠野消防署宮守分署庁舎建築工事着工（敷地面積 550.00 ㎡） 

８月 職員２名増員（消防職員 38 名） 

11月 遠野消防署宮守分署庁舎完成（庁舎面積 211.90㎡） 

12月 宮守分署業務開始 

職員９名・消防ポンプ自動車１台・救急自動車（２B型） 

無線基地局１基・移動局２基 

  

昭和49年 ３月 職員定数条例を 38 名とする。（消防吏員 36 外） 

４月 職員４名増員（消防職員 42 名） 

  

昭和50年 ３月 消防本部２課４係に改組 総務課（庶務係・経理係） 

消防課（予防係・警防係） 

４月 第２代消防長に遠野市長工藤千蔵（消防長事務取扱）が就任 

職員１名増員（消防職員43名） 

９月 遠野消防署に救急自動車（２B型）を更新配置 

10月 第３代消防長に瀬川権太郎が就任 

  

昭和51年 ９月 消防本部に広報車を更新配置 

  

昭和52年 ４月 職員１名増員（消防職員44名） 

  

昭和53年  10月 消防本部に防火広報車を配置 

  

昭和54年 ３月 職員定数条例を42名とする。（消防吏員 41外） 

４月 職員４名採用 

10月 職員定数条例を44名とする。（消防吏員 43外） 

  

昭和55年 ４月 第４代消防長に三嶋敏明が就任 

職員３名採用 

８月 消防本部に司令車を更新配置 

12月 岩手県防災行政無線完成、消防本部に端末局設置 

職員定数条例を46名とする。（消防吏員 45外） 

  

昭和56年 ４月 第５代消防長に遠野市助役及川増雄（消防長事務取扱）が就任 

職員２名採用 

  

昭和57年 ４月 第２代管理者に遠野市長小原正巳が就任 

 職員２名採用 

７月 第６代消防長（消防長心得）に菊池 信が就任 

８月 遠野消防署に水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）を更新配置 
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昭和58年 ８月 第７代消防長に遠野市助役梅田収得（消防長事務取扱）が就任 

宮守分署に救急車（2B 型）を更新配置 

  

昭和59年 ４月 第８代消防長に菊池 勉が就任 

７月 職員３名採用 

８月 消防本部に広報車を更新配置 

  

昭和60年 ９月 消防本部に査察広報車を更新配置 

  

昭和61年 ３月 遠野消防署に救急車（２B型）を更新配置 

６月 第９代消防長に千葉富三が就任 

昭和61年 ９月 遠野消防署に消防ポンプ自動車１台（BD-Ⅰ型）を更新配置 

  

昭和63年 ３月 遠野地区消防事務組合本部設置 15周年記念式典 

４月 当直勤務３部制を実施 

11月 自治体消防制度 40 周年記念誌 遠野郷消防総監「絆」発行 

  

平成元年  ４月 第 10 代消防長に山蔭敬二が就任 

消防緊急情報システム（同報系）、災害弱者緊急通報システム設置 

職員１名採用 

  

平成２年 ４月 職員１名採用（消防職員 45 名） 

  

平成３年 ４月 第 11 代消防長に佐々木一彦が就任 

職員１名採用（消防職員 45 名） 

消防本部に消防次長職を設置 

６月 消防本部の防火広報車を更新配置 

11月 遠野消防署の査察広報車を更新配置 

12月 宮守分署に消防ポンプ自動車（CD-I 型）を更新配置 

  

平成４年 ３月 消防指揮車を配置 

４月 第 12 代消防長に佐々木光一が就任 

職員 1名採用（消防職員 45 名） 

６月 職員定数条例を 47 人とする。 

（消防吏員 46人・消防吏員以外の消防職員１人） 

12月 完全週休 2日制（週 40時間）実施 

  

平成５年 ２月 患者監視装置を救急車（遠野）に搭載（救急業務高度化推進） 

４月 職員１名増員（職員２名採用・消防職員 47名） 

９月 消防本部災害活動組織を明確化し災害時の体制を強化する。 

10月 職員定数条例を 48 人とする。 

（消防吏員 47人・消防吏員以外の消防職員１人） 

(財)日本消防協会より山間地仕様救急車受納、宮守分署に配置 

11月 患者監視装置を救急車（宮守）に搭載（救急業務高度化推進） 

12月 消防署に消防無線車（現場指揮隊）を配置 

  

平成６年 ４月 第３代管理者に遠野市長菊池 正が就任 

第 13 代消防長遠野市助役中居健雄（消防長事務取扱）が就任 

職員１名増員（職員１名採用・消防職員 48名） 

７月 職員定数条例を 49 人とする。 

（消防吏員 47人・消防吏員以外の消防職員１人） 

８月 消防本部に災害時現場指揮所 

多数傷病者の収容を目的としたエアーテントを配備 
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９月 遠野消防署に消防ポンプ自動車１台（CD-Ⅰ型）を更新配置 

10月 消防本部に指揮支援用司令広報車を配置 

  

平成７年 ３月 応急救護処置普及資器材を整備し、住民の救急指導の促進 

自動心マッサージ機等を装備し、応急処置９項目の完全実施を図る 

４月 第14代消防長に田代春男が就任 

職員１名増員（職員３名採用・消防職員49名） 

９月 平成７年度岩手県総合防災訓練（会場：遠野市） 

10月 緊急消防援助隊組織に編入（消火部隊） 

  

平成８年 ４月 遠野消防署に高規格救急車を配置・救急救命士による高度救急隊運用開始 

９月 宮守分署一部改築工事完了 

10月 職員定数条例を51人とする。 

（消防吏員50人・消防吏員以外の消防職員１人） 

 平成８年遠野市総合防災訓練 

平成９年 ４月 職員１名増員（職員１名採用・宮守村派遣職員１名任用・消防職員50人） 

 ９月 職員定数条例を52人とする。 

（消防吏員51人・消防吏員以外の消防職員１人） 

  

平成10年 １月 救助工作車（Ⅱ型）を導入 

４月 職員２名増員（職員２名採用・消防職員52名） 

遠野消防署に救助工作車を配備、運用開始 

岩手県防災航空隊へ職員１名派遣 

６月 自治体消防制度50周年記念誌「愛郷」発行 

10月 職員定数条例を53人とする。 

（消防吏員52人・消防吏員以外の消防職員１人） 

  

平成11年 ３月 宮守分署に指揮広報車を配置 

４月 第15代消防長に菊池 年が就任 

職員１名増員（職員１名採用・消防職員53名） 

６月 災害弱者緊急通報システムセンター装置更新 

10月 遠野消防署に水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）を更新配置 

  

平成12年 ４月 消防本部２課５係 遠野消防署３係に改組 

総 務 課（庶務係・消防係） 

消 防 課（警防係・予防係・保安指導係） 

遠野消防署（警防係・予防係・救急救助係） 

職員１名採用 

  

平成13年 ３月 宮守分署に高規格救急車を配置・運用開始 

４月 第16代消防長に白金久四郎が就任 

  

平成14年 １月 平成13年度1.17合同防災訓練(会場：遠野市) 

４月 第４代管理者に遠野市長本田敏秋が就任 

第17代消防長に松本武則（消防長心得）が就任 

職員１名採用 

  

平成15年 ２月 遠野消防署に消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)を更新配置 

４月 第18代消防長に照井公一が就任 

職員２名採用 

 遠野市の機構改革に合わせて消防本部総務課庶務係を総務係に改め、 

 消防課保安指導係を廃止する 

 遠野地区消防事務組合発足30周年 
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７月 遠野地区消防事務組合発足30周年記念式典 

  

平成16年 ３月 遠野消防署に非常用救急車を更新し高規格救急車を配置 

４月 職員１名採用 

 11月 遠野消防署に査察広報車を更新配置 

  

平成17年  ３月 遠野消防署に消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)を更新配置 

       ４月 第19代消防長に菊池長一郎が就任 

 職員１名採用 

９月 消防事務組合解散 

  

 

平成17年 10月 遠野市と宮守村が合併し遠野市となる。 

 遠野市消防本部発足(１消防本部、１消防署、１出張所) 

  消防総務課２係(総務係・防災係) 

  保安施設課２係(保安情報係・施設管理係) 

 遠野消防署３係(予防係・警防係・消防団係) 

11月 遠野市消防団が遠野市遠野消防団、宮守村消防団が遠野市宮守消防団となる。 

 携帯電話119番直接受信方式運用開始 

  

平成18年 ４月 岩手県から産業保安に関することの権限を委譲される。 

６月 国民保護法に関する遠野市条例が制定される。 

12月 第１回遠野市国民保護協議会 

  

平成19年 ３月 仙人峠道路供用開始に伴う３消防本部合同防災訓練 

 遠野市遠野消防団・宮守消防団団旗返納式 

４月 第２代消防長に菊池 守が就任 

 職員１名採用 

 消防本部内に遠野市防災センター整備室が設置される。 

 岩手県防災航空隊に職員１名派遣 

 遠野市遠野消防団、遠野市宮守消防団が統合し遠野市消防団となる。 

遠野市消防団第１代団長に細川 巖が就任 

６月 遠野市消防団結団式 

９月 岩手県総合防災訓練(主会場：遠野市) 

     11月 三陸地域地震災害後方支援拠点施設整備推進協議会が設立される。 

  

平成20年 １月 宮守出張所に消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)を更新配置 

 ３月 遠野消防署に防火広報車を更新配置 

４月 職員２名採用 

  

平成21年 ４月 第３代消防長に奥寺啓蔵が就任 

 職員３名採用 

  

平成22年 １月 遠野市消防団機能別分団市役所班を発足 

４月 職員４名採用 

      岩手県消防学校教官として職員１名派遣 

  

平成23年 ４月 遠野市消防本部庁舎建築工事着工（敷地面積 12,96404ｍ2） 

 職員１名採用 
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平成23 ５月 第４代消防長に千葉一見が就任 

 第２代遠野市消防団長に井手 純が就任 

10月 高規格救急車を更新配置 

  

平成24年３月 遠野市消防本部庁舎完成 

（床面積：庁舎棟2,264.74㎡、訓練棟Ａ605.88㎡、訓練棟Ｂ317.65㎡） 

４月 職員２名採用 

７月 遠野市総合防災センター落成式 

11月 遠野消防署に指揮車を更新配置 
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遠野市消防本部・署所所在地 

 

 遠野市総合防災センター 

遠野市消防本部・遠野消防署 

 〒028-0501遠野市青笹町糠前 10-46 

 TEL 0198（62）2119 FAX 0198（62）2271 

 

 

 

 

 

 

 

宮守出張所 
 〒028-0304 遠野市宮守町下宮守 29-73-1 

 TEL 0198（62）2119 ※消防本部から転送します。 

 FAX 0198（67）2037 

至 陸前高田市 

至 大船渡市 

遠野市総合防災センター 

遠野市消防本部・遠野消防署 

宮守出張所 

至 釜石市 

R340 
R396
0 

R283 

R107 

至 宮古市 
至 盛岡市 

至 花巻市 

至 北上市 

R283 

R340 

R107 


