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紀勢地区広域消防組合のあゆみ 

 

年 度 月 記     事 

昭和４６年度 １１月 地区の発展と構成町村の一体的進行を推進することを目的に、恵

まれた自然に根ざした豊かな定住圏域を目指して、居住環境の整

備を中心とした圏域づくりを進めるため紀勢地区広域市町村圏協

議会（大台町、宮川村、大宮町、紀勢町、大内山村）が設立され、

防災面として常備消防体制の確立を検討されたが、設置の具体化

に至らず。 

平成３年度  地元消防団で消防業務を行っていたが、団員の多くが町村外の会

社等へ勤務しており、昼間の火災出動等の団員確保が困難となり、

消防業務に支障をきたすようになったことから、再度、常備消防

について検討するため、圏域外の１町（南島町）を加えて紀勢地

区広域市町村圏協議会内に消防常備化検討委員会（町村総務課長

で構成）を設置する。 

平成４年度  常備消防の具体化に向け、他県及び県内の消防本部視察等を実施

する。 

平成５年度  ６月 関係町村の町村長会議において協議結果を報告する。 

 ２月 関係６町村（大台町、宮川村、南島町、大宮町、紀勢町、大内山

村）が広域消防組合設立に合意し、組合規約の設定、組合の名称

を「紀勢地区広域消防組合」とし、消防本部を大台町に、分署は

紀勢町と南島町に、出張所は宮川村に設置し、「１本部、１署、２

分署、１出張所」体制とすることで全員異議なくこれを承認する。 

平成６年度  ４月 三重県知事に紀勢地区広域消防組合設立許可申請を提出する。 

 ６月 三重県知事の設立許可を受ける。（平成６年６月６日許可） 

１１月 第１回組合議会開催 

管 理 者 千原 淳 氏 

副管理者 谷口友見 氏 

副管理者 小西光三 氏 

収 入 役 上野征治 氏 

平成７年度  ４月 紀勢地区広域市町村圏協議会から独立し「紀勢地区広域消防組合」

として、仮庁舎（多気郡大台町弥起井３２０番地の３）において

事務を開始する。 

事務局長  久保義一 氏 着任 

消防職員 １２名 採用 

 ７月 消防職員  １名 採用（消防経験者）（計１３名） 

初代消防長  藤原壽一 氏 着任 

１０月 自治省消防庁の政令指定都市希望ヒヤリングを受ける。 

（平成７年１０月２５日） 

１２月 消防職員  １名 採用（消防経験者）（計１４名） 

他消防本部に消防職員４名を研修派遣する。（１２日間） 

 １月 仮庁舎、南島町及び紀勢町役場で、平日夜間、土日、祝祭日及び

年末年始に救急業務のみ業務を実施する。 



2 

平成８年度  ４月 当組合構成６町村が政令指定を受ける。（平成８年４月２日） 

消防職員 ４２名 採用（消防経験者４名含む）（計５６名） 

仮庁舎を奥伊勢消防署とする。 

仮庁舎の奥伊勢消防署に次のとおり車両を配備する。 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－１） １台 

水槽付き消防ポンプ自動車（水１－Ａ） １台 

救急自動車（２Ｂ） １台 

生活協同組合全日本消防人共済会から指令車１台を寄贈（消防本

部に配備） 

 ６月 日本消防協会から救急車（２Ｂ）１台の寄贈を受ける。 

１１月 紀勢分署庁舎竣工 （紀勢町﨑１８７１番地） 

南島分署庁舎竣工 （南島町河内２７番地１） 

宮川出張所庁舎竣工（宮川村小滝３７０番地） 

紀勢分署、南島分署及び宮川出張所に次のとおり車両を配備。 

【紀勢分署】 

  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１） １台 

  水槽付き消防ポンプ自動車（水１－Ａ） １台 

  救急自動車（２Ｂ） １台 

  広報車 １台 

【南島分署】  

  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１） １台 

  水槽付き消防ポンプ自動車（水１－Ａ） １台 

  救急自動車（２Ｂ） １台 

  広報車 １台 

【宮川出張所】  

  水槽付き消防ポンプ自動車（水１－Ａ） １台 

  救急自動車（２Ｂ） １台 

  広報兼小型ポンプ積載車 １台 

１２月 職員６０名（消防職員５６名、その他の職員４名）で、消防本部、

奥伊勢消防署、紀勢分署、南島分署及び宮川出張所にて本格業務

を開始する。（平成８年１２月１日） 

 ２月 消防本部・奥伊勢消防署庁舎竣工（大台町佐原７５４番地） 

 ３月 三重県共済農業協同組合連合会から救急車（２Ｂ）１台を寄贈（奥

伊勢消防署に配備） 

平成９年度  ４月 消防職員 １５名 採用（計７１名） 

 １月 消防職員  １名 退職（計７０名） 

 ３月 事務局長  久保義一 氏 退任 

平成１０年度  ４月 消防職員  １名 採用（計７１名） 

大台町派遣職員 １名着任 

 ８月 紀勢地区防火協会が設立する。 

１２月 消防職員  １名 退職（計７０名） 

 ３月 日本損害保険協会から高規格救急車１台を寄贈（奥伊勢消防署に

配備） 
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平成１１年度  ４月 収 入 役 上野征治 氏 退任 森本利樹 氏 着任 

副管理者 小西光三 氏 退任 上野征治 氏 着任 

消防職員  １名 採用（計７１名） 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１名） 

救急救命士業務を開始する。 

平成１２年度  ４月 消防職員  １名 採用（計７２名） 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計２名） 

 ２月 消防職員  １名 退職（計７１名） 

 ３月 初代消防長  藤原 壽一 氏 退任 

消防職員  １名 退職（計７０名） 

大台町派遣職員 １名 退任 

平成１３年度  ４月 第２代消防長  伊藤勇三郎 氏 着任（大台町派遣職員） 

大紀町派遣職員 １名 着任 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計３名） 

平成１４年度  ４月 消防職員  １名 採用（計７１名） 

東海地震に係る地震防災対策強化地域に南島町、紀勢町の２町が

指定される。（平成１４年４月２４日指定） 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計４名） 

１０月 管 理 者 

副管理者 

収 入 役 

千原 淳 氏 退任 

上野征治 氏 退任 

森本利樹 氏 退任 

 

１２月 管 理 者 

副管理者 

古家 孟 氏 着任 

谷口友見 氏 退任 

 

 

 １月 消防職員  １名 退職（計７０名） 

 ３月 奥伊勢消防署 指揮支援車１台 配備 

奥伊勢消防署 災害用エアーテント１基 配備 

副管理者 柏木廣文 氏 着任 

平成１５年度  ４月 副管理者 

収 入 役 

森阪清太郎 氏 着任 

中村建也 氏 着任 

消防職員  ５名 採用（計７５名） 

消防職員  １名 退職（計７４名） 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計５名） 

 ７月 南島分署 高規格救急自動車１台 配備 

 ８月 日本宝くじ協会から消火通報訓練指導車１台を寄贈（奥伊勢消防

署に配備） 

１２月 東南海・南海地震防災対策推進地域に管轄町村（三重県全域）が

指定される。（平成１５年１２月１７日指定） 

 ３月 第２代消防長  伊藤勇三郎 氏 退任 

平成１６年度  ４月 第３代消防長  中道剛士 氏 着任 

消防職員  ５名 採用（計７９名） 

 ５月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計６名） 

 ９月 台風２１号に伴う豪雨災害発生（宮川村・紀勢町・大内山村） 

(平成１６年９月２９日) 
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１０月 副管理者  柏木廣文 氏 退任 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計７名） 

１２月 副管理者  柏木廣文 氏 再任 

 ２月 管内３町村（大宮町、紀勢町、大内山村）が合併し「大紀町」と

なり、引き続き当組合に加入する。(平成１７年２月１４日) 

副管理者  柏木廣文 氏 退任 

 ３月 伊勢農業協同組合から寄附金（壱千万円）を受ける。 

平成１７年度  ４月 消防職員  ６名 採用（計８５名） 

 ５月 副管理者  柏木廣文 氏 再任 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計８名） 

 ７月 消防職員  １名 退職（計８４名） 

携帯電話からの１１９番通報が直接受信に切り替わる。 

１０月 南島町と南勢町が合併し「南伊勢町」となり、引き続き旧南島町

地域のみ当組合に加入する。(平成１７年１０月１日) 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計９名） 

１２月 消防職員  ２名 退職（計８２名） 

 １月 大台町と宮川村が合併し「大台町」となり、引き続き当組合に加

入する。(平成１８年１月１０日) 

管 理 者  古家 孟 氏 退任 

副管理者  森阪清太郎 氏 退任 

収 入 役  中村建也 氏 退任 

消防職員  １名 退職（計８１名） 

 ３月 管 理 者  柏木廣文 氏 着任 

副管理者  尾上武義 氏 着任 

副管理者  西村太三郎 氏 着任 

収 入 役  玉井保正 氏 着任 

近畿自動車道尾鷲勢和線（紀勢自動車道：大宮大台ＩＣ）が開通

する。(平成１８年３月１１日) 

消防本部 支援車１台 配備 

南島分署 災害用エアーテント１基 配備 

全職員 セパレート型防火衣 貸与 

全署所 AED 及びバックボード 配備 

平成１８年度  ４月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１０名） 

 ６月 クールビズ実施 

 ３月 第３代消防長  中道剛士 氏 退任 

消防職員  １名 退職（計８０名） 

平成１９年度  ４月 第４代消防長  北出幸一 氏 着任（大紀町派遣職員） 

三重県防災航空隊派遣（任期３年） １名 

 ３月 第４代消防長  北出幸一 氏 退任（大紀町派遣職員） 

平成２０年度  ４月 第５代消防長  大滝幸久 氏 着任（大台町派遣職員） 

大紀町派遣職員  １名 着任 

南伊勢町派遣職員 １名 着任 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１１名） 

 １月 第５代消防長  大滝幸久 氏 退任 
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 ２月 近畿自動車道尾鷲多気線（紀勢自動車道：紀勢大内山ＩＣ）が開

通する。(平成２１年２月７日) 

管 理 者  柏木廣文 氏 退任   尾上武義 氏 着任 

副管理者  尾上武義 氏 退任   稲葉輝喜 氏 着任 

副管理者  西村太三郎 氏 退任  余谷道義 氏 着任 

収 入 役  玉井保正 氏 退任 

会計管理者  大瀬恭信 氏 着任 

奥伊勢消防署 救助工作車１台 配備 

紀勢分署 高規格救急自動車１台 配備 

 ３月 会計管理者  大瀬恭信 氏 退任 

平成２１年度  ４月 

 

 

会計管理者  上野拓治 氏 着任 

第６代消防長  中田久壽陽 氏 着任（大台町派遣職員） 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１２名） 

１１月 副管理者  稲葉輝喜 氏 退任 

１２月 副管理者  谷口友見 氏 着任 

奥伊勢消防署 高規格救急自動車 配備（2 台目） 

（緊急消防援助隊設備整備費補助金） 

 １月 副管理者  余谷道義 氏 退任 

 ２月 副管理者  小山 巧 氏 着任 

管 理 者  尾上武義 氏 退任  尾上武義 氏 再任 

会計管理者  上野拓治 氏 退任  上野拓治 氏 再任 

 ３月 会計管理者  上野拓治 氏 退任 

南伊勢町派遣職員  １名 退任 

平成２２年度  ４月 会計管理者  髙西立八 氏 着任 

消防職員  ４名 採用（計８４名） 

消防職員  １名 退職（計８３名） 

南伊勢町派遣職員  １名 着任 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１３名） 

 ６月 消防職員  １名 退職（計８２名） 

１０月 宮川出張所 高規格救急自動車１台 配備 

 ３月 緊急消防援助隊派遣（東日本大震災） 

（出動期間 3/11～3/21・延べ出動人員１１名・出動車両４台） 

平成２３年度  ４月 消防職員  ３名 採用（計８５名） 

消防職員  １名 退職（計８４名） 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計１４名） 

 ３月 第６代消防長  中田久壽陽 氏 退任 

南伊勢町派遣職員  １名 退任 

平成２４年度  ４月 第７代消防長  山川高弘 氏 着任 

南伊勢町派遣職員  １名 着任 

消防職員  ３名 採用（計８７名） 

救急救命士資格取得 ２名（資格取得者 計１６名） 

山岳救助隊発足 

 ８月 奥伊勢消防署 資機材搬送車 配備 
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１１月 奥伊勢消防署 高規格救急自動車１台 更新 

奥伊勢消防署 指揮支援車１台 更新 

 ３月 会計管理者  髙西立八 氏 退任 

消防職員  １名 退職（計８６名） 

平成２５年度  ４月 会計管理者  野呂泰道 氏 着任 

消防職員  ３名 採用（計８９名） 

救急救命士資格取得 ２名（資格取得者 計１８名） 

 ３月 会計管理者  野呂泰道 氏 退任 

第７代消防長  山川高弘 氏 退任 

消防職員  ３名 退職（計８６名） 

南伊勢町派遣職員  １名 退任 

平成２６年度  ４月 会計管理者  山本晃史 氏 着任 

第８代消防長  中西常夫 氏 着任 

消防職員  ３名 採用（うち１名、救命士資格取得者）（計８９名） 

三重県・市町職員人事交流派遣（任期２年） １名 

救急救命士資格取得 ２名（資格取得者 計２１名） 

 ３月 新南島分署竣工（庁舎移転：南伊勢町村山２２番地） 

平成２７年度  ４月 消防職員  ２名 採用（計９１名） 

救急救命士資格取得 ２名（資格取得者 計２３名） 

三重県消防学校教官派遣（任期３年） １名 

 ９月 消防救急デジタル無線及び高機能消防指令システム整備工事完了

（新通信室運用開始） 

１１月 消防本部・奥伊勢消防署庁舎改修工事完了 

 ２月 奥伊勢消防署 広報車１台 更新 

 ３月 会計管理者  山本晃史 氏 退任 

平成２８年度  ４月 会計管理者  千原隆司 氏 着任 

救急救命士資格取得 ２名（資格取得者 計２５名） 

 ５月 伊勢志摩サミット消防特別警戒部隊派遣 

（派遣期間 5/24～5/29・延べ派遣人員 10 名・派遣車両１台） 

 １月 南島分署 高規格救急自動車１台 更新 

（緊急消防援助隊設備整備費補助金） 

 ３月 消防職員  ３名 退職（計８８名） 

平成２９年度  ４月 救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計２６名） 

 １月 奥伊勢消防署 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）１台 更新 

（緊急消防援助隊設備整備費補助金） 

 ２月 管 理 者  尾上武義 氏 退任  谷口友見 氏 着任 

副管理者  谷口友見 氏 退任  大森正信 氏 着任 

 ３月 大紀町派遣職員  １名 退任 

消防職員  １名 退職（計８７名） 

平成３０年度  ４月 消防職員  ５名 採用（計９２名） 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計２７名） 

 ５月 消防職員  １名 退職（計９１名） 

 ６月 消防職員  １名 退職（計９０名） 
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 ７月 緊急消防援助隊派遣（平成３０年７月豪雨） 

（出動期間 7/7・出動人員５名・出動車両２台）※途中引揚（活動なし） 

１０月 奥伊勢消防署 連絡車１台 配備 

１２月 紀勢分署 消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）１台 更新 

 ３月 会計管理者  千原隆司 氏 退任 

消防職員  ２名 退職（計８８名） 

平成３１年度  ４月 管 理 者  谷口友見 氏 退任  大森正信 氏 着任 

副管理者  大森正信 氏 退任  谷口友見 氏 着任 

会計管理者  伊藤真史 氏 着任 

三重県防災航空隊派遣（任期３年） １名 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計２８名） 

令和元年度  ９月 南島分署 消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）１台 更新 

宮川出張所庁舎改修工事完了 

１２月 消防職員  １名 退職（計８７名） 

 ３月 第８代消防長  中西常夫 氏 退任 

消防職員  ３名 退職（計８４名） 

令和２年度  ４月 第９代消防長  上岡則和 氏 着任 

消防職員  ５名 採用（計８９名） 

救急救命士資格取得 １名（資格取得者 計２９名） 

１１月 奥伊勢署 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ-B 型）１台 更新 

１２月 南島分署 広報車 １台 更新 

 ３月 副管理者  谷口友見 氏 退任  服部吉人 氏 着任 

会計管理者  伊藤真史 氏 退任 

消防職員  ３名 退職（計８６名） 

（救急救命士資格取得者 計２８名） 

令和 3 年度  ４月 消防職員  ３名 採用（計８９名） 

会計管理者  辻󠄀徳人 氏 着任 

 


