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（別表１）平成18年6月の消防組織法改正以降に広域化した消防本部（34本部）
広域化年月日 No 都道府県 消防本部名 広域化の方式 広域化前の消防本部等

25.4.1

20 埼玉 埼玉西部消防局 一部事務組合
所沢市消防本部
狭山市消防本部
入間市消防本部
埼玉西部広域消防本部

21 静岡 下田消防本部 一部事務組合 下田消防本部
西伊豆広域消防本部

22 大阪 泉州南広域消防本部 一部事務組合
泉佐野市消防本部
阪南岬消防組合消防本部
泉南市消防本部
熊取町消防本部

23 兵庫 西はりま消防本部 一部事務組合
たつの市消防本部
宍粟市消防本部
相生市消防本部
佐用町消防本部

24 兵庫 南但消防本部 一部事務組合 朝来市消防本部
養父市消防本部

25 佐賀 佐賀広域消防局 広域連合 佐賀広域消防局
神埼地区消防事務組合消防本部

26 鹿児島 指宿南九州消防組合消防本部 一部事務組合 指宿地区消防組合消防本部
南九州市の川辺町・知覧町

25.7.1 27 青森 弘前地区消防事務組合消防本部 一部事務組合
弘前地区消防事務組合消防本部
黒石地区消防事務組合消防本部
平川市消防本部
板柳町消防本部

26.4.1

28 北海道 滝川地区広域消防事務組合消防本部 一部事務組合
滝川地区広域消防事務組合消防本部
芦別市消防本部
赤平市消防本部

29 北海道 旭川市消防本部 事務委託
上川町（上川中部消防組合の構成町）
鷹栖町（上川中部消防組合の構成町）
旭川市消防組合

30 北海道 大雪消防組合 一部事務組合
比布町（上川中部消防組合の構成町）
愛別町（上川中部消防組合の構成町）
当麻町（上川中部消防組合の構成町）
大雪消防組合

31 大阪 大東四條畷消防本部　 一部事務組合 大東市消防本部
四條畷市消防本部

32 奈良 奈良県広域消防組合消防本部 一部事務組合

中和広域消防組合消防本部
西和消防組合消防本部
山辺広域行政事務組合消防本部
香芝・広陵消防組合消防本部
大和郡山市消防本部
桜井市消防本部
五條市消防本部
宇陀広域消防組合消防本部　
葛城市消防本部
中吉野広域消防組合消防本部
吉野広域行政事務組合消防本部
野迫川村（非常備村）

33 佐賀 伊万里・有田消防本部 一部事務組合 伊万里市消防本部
有田町消防本部

34 熊本 熊本市消防局 事務委託 熊本市消防局
高遊原南消防本部

広域化年月日 No 都道府県 消防本部名 広域化の方式 広域化前の消防本部等

21.4.1

1 北海道 富良野広域連合消防本部 広域連合 富良野地区消防組合消防本部
上川南部消防事務組合消防本部

2 広島 東広島市消防局 事務委託 東広島市消防局
竹原広域消防本部

3 福岡 久留米広域消防本部 一部事務組合 久留米市消防本部
福岡県南広域消防組合消防本部

22.4.1 4 東京 東京消防庁 事務委託 東京消防庁
東久留米市消防本部

23.4.1

5 富山 砺波地域消防組合消防本部 一部事務組合 砺波広域圏消防本部
小矢部市消防本部

6 兵庫 北はりま消防本部 一部事務組合
にしかた消防本部
加東市消防本部
加西市消防本部

23.11.28 7 奈良 五條市消防本部 事務委託 五條市消防本部
十津川村（非常備）

23.12.1 8 山形 山形市消防本部 事務委託
山形市消防本部
山辺町（非常備）
中山町（非常備）

24.4.1

9 北海道 砂川地区広域消防組合消防本部 一部事務組合 上砂川町消防本部
砂川地区広域消防組合消防本部

10 山形 置賜広域行政事務組合消防本部 一部事務組合

米沢市消防本部
南陽市消防本部
高畠町消防本部
川西町消防本部

11 茨城 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 一部事務組合 ひたちなか市消防本部
東海村消防本部

12 山口 宇部・山陽小野田消防局 一部事務組合 宇部市消防本部
山陽小野田市消防本部

24.10.1 13 滋賀 東近江行政組合消防本部 一部事務組合 東近江行政組合消防本部
愛知郡広域行政組合消防本部

25.3.30 14 富山 新川地域消防本部 一部事務組合
黒部市消防本部
入善町消防本部
朝日町消防本部

25.3.31

15 青森 青森地域広域消防事務組合消防本部 一部事務組合 青森地域広域消防事務組合消防本部
平内町（北部上北広域の構成町）

16 神奈川 小田原市消防本部 事務委託 小田原市消防本部
足柄消防組合消防本部

17 富山 富山県東部消防組合消防本部 一部事務組合

魚津市消防本部
滑川市消防本部
上市町消防本部
舟橋村（非常備村）

18 静岡 志太広域事務組合志太消防本部 一部事務組合 焼津市消防本部
藤枝市消防本部

25.4.1 19 埼玉 埼玉東部消防組合消防局 一部事務組合

久喜地区消防組合消防本部
加須市消防本部
幸手市消防本部
白岡市消防本部
杉戸町消防本部

市町村の消防の広域化について
消防・救急課

広域化の現状（平成26年4月1日現在）1

消防広域化重点地域について2

　平成18年6月の消防組織法改正以降、34地域で広域化
が実現しました。（別表１）
　このうち、平成26年4月1日には、奈良県内の市町村
のうち2市を除く37市町村（11本部及び非常備1村）が

　消防庁は、平成25年4月1日に基本指針を改正し、広
域化の推進期限を平成30年4月1日まで延長するととも
に、国及び都道府県の支援を集中的に実施する「消防広
域化重点地域」の枠組みを創設しました。
　この「消防広域化重点地域」については、これまで
26地域指定され、このうち5地域は、平成26年4月1日
に広域化しています。（別表２）
　今後もこれらの地域における広域化の協議が進展して
いくように都道府県とともに必要な支援を行っていく予

広域化し、一部事務組合方式の消防本部としては全国最
大の規模の「奈良県広域消防組合消防本部」が誕生して
います。（この広域化に関しては本誌の「先進事例集」
で紹介されています。）
　なお、今後についても、10地域において期日を明らか
にして広域化に向けた協議が進展しているところです。

定です。
　なお、指定の考え方は次のとおりで、各都道府県に可
能な限り指定を依頼しているところです。

○「消防広域化重点地域」の指定は、市町村の消防の
現況及び将来の見通し、市町村の意見その他地域の
実情を勘案して都道府県知事がその判断により行う
もの（長官通知）

○重点地域の指定の対象となる地域は次のとおり（基
本指針）
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などを掲載しており、「消
防広域化事例集」には、
広域化を実現した消防本
部における検討経過や、
広域化後の具体的なメ
リット・課題等を紹介し
ています。
・消防庁ホームページ（消防広域化推進関係資料URL）
http://www.fdma.go.jp/neuter/koikika/koikika_
index.html

（別表２）消防広域化重点地域の指定状況（平成26年４月１日現在26地域）
都道府県 指定時期 No 本部名又はブロック名 消防本部 市町村 広域化予定時期

北海道 H25 
12月

1
滝川地区広域消
防事務組合消防
本部

滝川地区広域消防事務組合消防本部 滝川市・新十津川町・雨竜町
ー芦別市消防本部 芦別市

赤平市消防本部 赤平市
2 夕張市を含む地域 夕張市消防本部 夕張市 未定
3 歌志内市を含む地域 歌志内市消防本部 歌志内市 未定
4 長万部町を含む地域 長万部町消防本部 長万部町 未定

5 旭川市消防本部 旭川市消防本部 旭川市 ー上川中部消防組合消防本部（一部） 上川町・鷹栖町

6 大雪消防組合消
防本部

大雪消防組合消防本部 美瑛町・東神楽町・東川町 H26.4上川中部消防組合消防本部（一部） 当麻町・比布町・愛別町

7 十勝

帯広市消防本部 帯広市

H28.4

西十勝消防組合消防本部 新得町・清水町・芽室町
北十勝消防事務組合消防本部 音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町
東十勝消防事務組合消防本部 幕別町・池田町・豊頃町・浦幌町
南十勝消防事務組合消防本部 中礼内町・更別村・大樹町・広尾町
池北三町行政事務組合消防本部 本別町・足寄町・陸別町

茨城 H26 
3月

8
茨城消防救急無
線・指令センター
運用協議会

水戸市消防本部 水戸市・城里町

未定

土浦市消防本部 土浦市
石岡市消防本部 石岡市
常陸太田市消防本部 常陸太田市
高萩市消防本部 高萩市
北茨城市消防本部 北茨城市
笠間市消防本部 笠間市
取手市消防本部 取手市
常陸大宮市消防本部 常陸大宮市
那珂市消防本部 那珂市
つくば市消防本部 つくば市
かすみがうら市消防本部 かすみがうら市
小美玉市消防本部 小美玉市
茨城町消防本部 茨城町
大洗町消防本部 大洗町
大子町消防本部 大子町

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 古河市・下妻市・常総市・坂東
市・八千代町・五霞町・境町

筑西広域市町村圏事務組合 結城市・筑西市・桜川市
常総地方広域治市町村圏事務組合 常総市・守谷市・つくばみらい市
鹿行広域事務組合 潮来市・行方市・鉾田市
鹿島地方事務組合 鹿嶋市・神栖市

9 県南ブロックの
一部

阿見市 阿見町
H27.4稲敷地方広域市町村圏事務

組合
龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・
美浦村・河内町・利根町

埼玉 H26
2月 10 第6ブロックの一

部
草加市消防本部 草加市 H27.10八潮市消防本部 八潮市

神奈川 H25
12月 11 県央西部ブロッ

クの一部
厚木市消防本部 厚木市 未定清川村（非常備） 清川村

長野 H25 
8月 12 中南信ブロック

の一部
伊那消防組合消防本部 伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村 H27.4伊南行政組合消防本部 駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村

都道府県 指定時期 No 本部名又はブロック名 消防本部 市町村 広域化予定時期

静岡 H26 
4月

13 駿東伊豆地域

駿東伊豆
地区

沼津市消防本部 沼津市

H28.4

伊東市消防本部 伊東市
清水市消防本部 清水市
東伊豆町消防本部 東伊豆市
田方消防本部 伊豆市・伊豆の国市・函南町

下田西伊豆
地区 下田消防本部 下田市・西伊豆町・松崎町・

河津町・南伊豆町

三島・裾野・
長泉地区

三島市消防本部 三島市
裾野市消防本部 裾野市
長泉町消防本部 長泉町

熱海市 熱海市消防本部 熱海市

14 岳南地域 富士宮市消防本部 富士宮市 未定富士市消防本部 富士市

15 静岡地域

静岡市消防本部 静岡市・川根本町

H28.4島田市消防本部 島田市
吉田牧之原市広域施設組合 吉田町・牧之原市
牧之原市相良広域 牧之原市

16 中遠地域 袋井市森町広域行政組合 袋井市・森町 未定磐田市消防本部 磐田市

17 東遠地域
御前崎市消防本部 御前崎市

未定菊川市消防本部 菊川市
掛川市消防本部 掛川市

18 西遠地域 浜松市消防本部 浜松市 未定湖西市消防本部 湖西市

大阪

H26 
2月 19 大東四條畷消防

本部
大東市消防本部 大東市 ー四條畷市消防本部 四條畷市

H26 
3月

20 北部ブロックの
一部

豊中市消防本部 豊中市 H27.4能勢町（非常備） 能勢町

21 新南河内ブロッ
クの一部

富田林市消防本部 富田林市 H26.10河南町消防本部 河南町

佐賀 H25 
9月 22 伊万里・有田消

防本部
伊万里市消防本部 伊万里市 ー有田町消防本部 有田町

宮崎 H26 
3月

23 県1ブロックの一
部

西都市消防本部 西都市
未定東児湯消防本部 高鍋町・新富町・木城町・

川南町・都濃町

24 県1ブロックの一
部

日南市消防本部 日南市 未定串間市消防本部 串間市

25 県1ブロックの一
部

高千穂町（非常備） 高千穂町
H27.4五ヶ瀬町（非常備） 五ヶ瀬町

日之影町（非常備） 日之影町

26 県1ブロックの一
部

諸塚村（非常備） 諸塚村

未定美郷町（非常備） 美郷町
西米良村（非常備） 西米良村
椎葉村（非常備） 椎葉村

問合わせ先
　消防庁消防・救急課　今井、清水
　TEL: 03-5253-7522

消防庁の今後の取組みについて3

　消防庁では、広域化を推進するため、次に掲げる取組
を行っていく予定です。
○消防広域化推進アドバイザーの派遣
　消防広域化推進アドバイザーの派遣に関する要望調査
を行い、積極的な派遣を展開していきます。
○「消防広域化マニュアル」・「消防広域化事例集」の普
及促進
　平成25年度末に、消防広域化推進アドバイザーの協
力を得て、「消防広域化マニュアル」・「消防広域化事例集」
を作成しました。
　「消防広域化マニュアル」には、広域化の実現に向け
た基本的手順や広域化を進める際に必要となるポイント

　①「今後、十分な消防防災体制が確保できないおそ
れがある市町村を含む地域」

　②「広域化の気運が高い地域」

○特に、以下の消防本部又は町村を含む地域について
は、可能な限り重点地域として指定（課長通知）
　・職員数が少ない（例えば50人以下）小規模消防本
部で、特に今後、十分な消防防災体制が確保でき
ないおそれがあると考えられる消防本部

　・非常備町村

※長官通知：平成25年４月１日付消防消第70号消防庁
長官通知
※課長通知：平成25年６月20日付消防消第145号消防
庁消防・救急課長通知

　・広域化を希望しているが、広域化の組合せが決まっ
ていない消防本部

○広域化の組合せが決まっていない場合には、「□□
本部を含む地域」や「□□町（非常備町）を含む地域」
という形での指定も可能（課長通知）


