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は じ め に 
 

 

この年報は、徳之島地区消防組合の現勢及び平成２８年度中の消防業務に関 

 

する諸般の事項を集録し、消防事情を紹介するとともに、将来の参考に資する 

 

ために編集したものです。 

 

 なお、この年報資料は原則として歴年をもって表し、予算に関係のある事項 

 

については会計年度で作成し、それ以外のものについては、当該表にそれぞれ 

 

記載した年月日現在をもって表してあります。 
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消防組合の位置・地勢 

徳之島は､鹿児島の南南西約468km､東支那海と太平洋の接線洋上に連なる奄美群島のほぼ中

央に位置し､周囲84km､面積247.91ｋ㎡である｡島の中央部を北から南西にかけて一連の山岳が

あり､北から天城岳(533m)三方通岳(496m)井之川岳(645m)犬田布岳(417m)の諸峰が連なり､こ

れから海岸線にむかい､ゆるやかな傾斜をなし､島の東側を北から南に徳之島町､西側が天城

町､南西側を伊仙町と3カ町により一島をなしている｡これらの山岳に源を発する河川は秋利

神川(13km)万田川(8km)亀徳川(8km)鹿浦川(8km)とその他多数の河川に恵まれている｡気候

は､温暖な亜熱帯海洋性で年平均気温は20度をくだらず､耕地面積が全面積の30%､林野面積

が46.1%を占めて群島中農作物の宝庫とよばれ､自然の亜熱帯樹木や亜熱帯植物でおおわ

れている｡ 
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6,044 6,010 5,969 5,886 5,961

総 数 11,682 11,519 11,409 11,181 11,283

男 5,775 5,691 5,626 5,509 5,562

女 5,907 5,828 5,783 5,672 5,721

3,561 3,553 3,545 3,523 3,528

総 数 7,065 7,031 6,992 6,897 6,915

男 3,523 3,532 3,530 3,480 3,489

女 3,542 3,499 3,462 3,417 3,426

3,185 3,167 3,197 3,156 3,151

総 数 6,522 6,434 6,325 6,216 6,180

男 3,316 3,277 3,216 3,166 3,161

女 3,206 3,157 3,109 3,050 3,019

12,790 12,730 12,711 12,565 12,640

総 数 25,269 24,984 24,726 24,294 24,378

男 12,614 12,500 12,372 12,155 12,212

女 12,655 12,484 12,354 12,139 12,166

人　　口 世 帯 数

11,164 4,959

6,369 2,885

5,980 2,623

平成27年10月1日国勢調査
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徳之島地区消防組合管内人口推移
（平成29年3月31日現在、外国人を含む）
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世　帯　数
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組合設立の経緯 

年   月 概              要 

昭和５７年 ５月 
徳之島３ヶ町町長で徳之島地区広域消防組合設立について協

議される。 

昭和５７年 ８月 
県消防防災課から徳之島３ヶ町を対象に常備消防についての

指導をうける。 

昭和５８年 １月 
徳之島３ヶ町町長会で徳之島地区広域消防推進協議会設立を

確認する。 

昭和５８年 ２月 
徳之島地区広域消防推進協議会設立、総会、事務局を徳之島町

に設置する。 

昭和５８年 ５月 徳之島３ヶ町財政担当者による組合設立について財政的検討 

昭和５８年 ６月 徳之島３ヶ町企画課長、担当者による先進地視察 

昭和５８年 ７月 

徳之島３ヶ町議会総務委員先進地視察 

伊仙町議会総務委員が島根県隠岐島町村組合視察 

徳之島町議会総務委員が長崎県対馬総町村組合視察 

天城町議会総務委員が香川県小豆地区消防組合視察 

昭和５８年 ８月 幹事会で覚書、協議書、組合規約、政令指定調査表を検討 

昭和５８年 ９月 

徳之島３ヶ町で覚書、協議書の調印 

定例議会で徳之島地区消防組合設立の議案可決（徳之島町、天

城町） 

昭和５８年１２月 定例議会で徳之島地区消防組合設立の議案可決（伊仙町） 

昭和５９年 ２月 
組合設立許可申請を県に提出し、２月１３日付けで組合設立に

ついて県知事許可を受け発足（指令地第１２０１号） 
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組合の沿革（１） 

年  月  日 概           要 

昭和５９年 ３月１４日 

第１回組合議会臨時会を開催 

 管 理 者 （徳之島町長 新田成良） 

 副管理者 （伊 仙 町 長 芳倉英治） 

      （天 城 町 長 吉岡為良）を選任 

      ３月２３日 

      ～ ２８日 

職員採用試験（学科，身元調査，面接試験）実施 

４０名合格  ３名選考・４３名決定 

      ３月３１日 
第２回組合議会臨時会を開催，各条例の制定 

５９年度予算の議決 

      ４月 １日 
初代消防長徳之島町より派遣就任 

消防職員４３名採用 

昭和５９年 ４月 ３日 県消防学校第３５期初任科入校（４０名） 

      ６月２３日 
組合議会臨時会を開催，消防本部・消防署各分遣所庁舎の工事 

請負契約を議決 

      ６月２５日 消防本部・消防署各分遣所庁舎の建設着工 

      ８月２８日 救急車１台寄贈（財団法人 日本消防協会より）本署に配置 

      ８月２８日 消防指令車購入 

      ９月１０日 

組合議会臨時会を開催 

 管 理 者 （天 城 町 長 吉岡為良） 

 副管理者 （徳之島町長 高岡善吉） 

      （伊 仙 町 長 森 文良）を選任 

      ９月２０日 
水槽付消防ポンプ自動車（２ｔ積）３台，ポンプ自動車１台 

救急車３台購入，本署及び各分遣所に配置 

      ９月２５日 消防本部，消防署，伊仙分遣所庁舎竣工 

      ９月３０日 
消防無線として中継基地局１，固定局３，陸上移動局９、陸上

移動局（携帯）９を設置 

     １０月 １日 

消防組合業務開始（庁舎開庁式） 

伊仙分遣所長，天城分遣所長各町より派遣 

消防本部（６名） 消防本署（署長以下１７名） 伊仙分遣所 

（所長以下１３名） 天城分遣所（所長以下１３名） 

合計４９名就任 

昭和６０年 ３月 ９日 組合議会第１回定例議会を開催 

     １１月２５日 消防副士長昇任試験実施（１５名受験） 

     １２月２０日 消防副士長昇任試験合格発表（８名合格） 

昭和６３年 １月２５日 訓練塔完成鉄筋コンクリート造 5 階建 140,5 ㎡ 

      ７月１２日 鹿児島県救助技術大会（初出場） 

     １１月１４日 消防副士長昇任試験実施（３０名受験１３名合格） 
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組合の沿革（２） 

年  月  日 概           要 

平成 元年 ４月 １日 職員定期異動実施 

      ９月１８日 職員先進地視察研修（川内地区消防組合）４名 

     １２月１５日 消防士長昇任試験実施（８名受験４名合格） 

平成 ２年１０月１７日 職員先進地視察研修（大隈・肝属地区消防組合）４名 

     １１月３０日 消防職員昇任試験実施（司令補２名・副士長１０名合格） 

平成 ３年１１月１２日 消防職員副士長昇任試験実施（９名合格） 

     １１月１４日 秋の全国火災予防運動島内一周防火マラソンリレー実施 

平成 ４年 ５月２１日 春季県下消防長会開催（徳之島地区消防組合） 

平成 ５年 ４月 １日 完全週休２日制導入への試行 

      ８月 ４日 救急車１台寄贈（日本消防協会より）天城分遣所に配置 

     １２月１４日 職員先進地視察研修（沖縄宮古島） 

平成 ６年１０月１５日 消防組合発足１０周年記念式典 

     １１月２１日 職員先進地視察研修（宮崎県） 

平成 ７年 ２月２１日 指令車購入 

      ３月 ６日 本部事務車購入 

      ６月１７日 安全運転中央研修所１名入校（茨城県） 

     １１月１１日 徳之島地区危険物安全協会１０周年記念式典 

平成 ８年 １月２６日 救助工作車（本署）救急車（伊仙）購入配置 

           ２月１６日 消防職員昇任試験実施（司令補４名・士長９名合格） 

           ４月 １日 出向職員、伊仙・天城両分遣所長組織町（伊仙町・天城町）へ 

           ４月 １日 職員新規採用３名（本署・伊仙・天城） 

     １２月 １日 救急車（本署）購入配置 

平成  ９年   ２月２８日 水槽付消防ポンプ自動車（天城）購入配置 

平成１０年   ２月２８日 救急車 1 台寄贈（日本損害保険協会より）本署予備車配置 

       ３月 １日 水槽付消防ポンプ自動車（伊仙）購入配置 

３月２５日 救急車 1 台寄贈（日本消防協会より）天城分遣所配置 

           ４月 １日 職員新規採用２名（本署） 

平成１１年 ３月 １日 水槽付消防ポンプ自動車（本署）購入配置 

平成１２年 ３月１５日 消防緊急通信指令施設・消防無線設備更新運用開始式 

      ４月１０日 県下消防職員意見発表会（徳之島町文化会館） 

平成１３年１２月 １日 職員１名伊仙町役場と人事交流 

平成１４年 ５月 ９日 春季県下消防署長会開催（徳之島地区消防組合） 

平成１５年 ４月 １日 総務課長職員より就任 

      ４月 １日 消防職員３名採用（本署．１名・伊仙．２名） 

     １１月 ５日 徳之島地区消防組合第１号救急救命士誕生 

平成１６年 ４月 １日 職員新規採用１名（本署） 
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組合の沿革（３） 

年  月  日 概           要 

平成１６年 ６月 ２日 
徳之島空港の防災管理について県知事に陳情 

（管理者・消防長・消防議員） 

 ８月 １日 職員新規採用 1 名（伊仙分遣所） 

 ９月 １日 救急車更新配置（天城分遣所） 

平成１７年 ４月 １日 消防長職員より就任 

 ４月 １日 職員新規採用 2 名（天城分遣所） 

平成１８年 ２月２４日 救急車更新配置（伊仙分遣所） 

平成１９年 ４月 １日 職員新規採用１名（本署） 

平成２１年 ３月１２日 高規格救急車を更新配置（本署） 

平成２２年 ４月 １日 職員新規採用１名（本署） 

 ４月 １日 消防長再任用職員（前職 徳之島町役場総務課長） 

 ６月 １日 本部総務課財務システム導入 

１０月 １日 職員新規採用２名（伊仙分遣所）（天城分遣所） 

１２月 １日 消防指令車を更新配置（本署） 

平成２３年 ３月２５日 消防救急無線デジタル化基本設計（電波伝搬調査）委託検収 

 ４月 １日 職員新規採用１名（伊仙分遣所） 

 ９月２９ 日 大島地域消防広域化検討協議会からの離脱可決 

１０月３０ 日 平成２３年度徳之島３カ町合同防災訓練 

平成２４年 １ 月 １６日 消防救急デジタル無線整備事業申請 

１月２６～２８日 消防救急デジタル無線整備事業先進地視察研修 

春日・大野城･那阿川消防本部 

 １月 ２７日 本署庁舎塗装工事完了 

 １月 ３１日 天城分遣所庁舎改修・塗装工事 

 ３月 １９日 消防救急デジタル無線実施設計･施工管理業務委託入札 

 ３月 １９日 消防本部事務車購入 

 ５月 １日 消防小型指令台整備事業入札 

 ５月１１日 消防小型指令台整備事業着工 

 ６月１８日 消防救急デジタル無線整備事業入札 

 ６月２６日 消防救急デジタル無線整備事業工事着工 

１０月 １日 職員新規採用３名（本署、伊仙、天城） 

１０月２１日 平成２４年度徳之島３町合同防災訓練 

平成２５年 ３月 ８日 消防救急デジタル無線整備事業変更契約締結 

 ３月１３日 消防小型指令台整備事業完成（通信司令室 2 階へ移設） 

 ４月 １日 消防救急デジタル無線（共通波）運用開始 

 

― 6 ― 



組合の沿革（４） 

年  月  日 概           要 

平成２５年 ８月 １日 消防救急デジタル無線（共通波）（活動波）運用開始 

１０月 １日 職員２人を採用、 実員４８人となる 

１０月２７日 平成２５年度徳之島３町合同防災訓練 

平成２６年 ２月１７日 天城分遣所高規格救急車運用開始 

３月 ５日 平成２５年度消防功労者消防庁長官表彰「表彰旗」を受賞 

１０月 １日 職員新規２名採用 

１０月１８日 徳之島地区消防組合発足３０周年記念祝賀会 

１０月２６日 徳之島３ヵ町合同防災訓練 

平成２７年 ４月 １日 消防長に天城町より就任 

１０月 １日 職員新規２名採用 

３月 １日 救急業務応援協定の締結（和泊町・知名町・与論町） 

平成２８年 ４月 １日 消防長に徳之島町より就任 

      ４月 １日 職員新規１名採用 

      １２月２７日 奄美ドクターへリ運航開始 

平成２９年  １月２０日 伊仙分遣所高規格救急車運用開始 

       ２月 ８日 消防指令車更新配置（本署） 

      ３月２７日 天城分遣所水槽付きポンプ自動車Ⅱ型運用開始                        

       ４月 １日 職員新規２名採用 
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