
S34. 2. 1 H16. 11. 1 市町村合併により構成団体の青山町が伊賀
地域内の５市町村と合併し伊賀市が発足す
る

S36. 3. 組合の構成団体を名張市及び伊賀市に変更
する
行政管轄は、合併前と変わらず名張市と伊
賀市の旧青山町区域とする

S42. 4. 1 H19. 4. 1

S43. 12. 20 消 防 長　　　　今西 米喜 就任
消防次長　　　　岩本 信博 就任(増員）
署　　長　　　　中野  實 就任

S46. 10. 15

消防職員１名市危機管理室へ異動

H19. 4. 2 消 防 長　　 今西 米喜　　退職
S47. 9. 11

S50. 5. 1 H19. 5. 14 消 防 長　　　　志村 秀郎 就任(増員）
消防次長     　中野  實 就任
署　　長　　 杉永 博雄 就任

S55. 3. 10
H19. 7. 1

H20. 3. 31 消防次長 岩本 信博 退任・市へ
S58. 2. 26

H20. 4. 1 事務次長 杉永 博雄 就任
S59. 11. 10 署　　長 福田 剛士 就任

H 7. 5. 27 阪神・淡路大震災に際しての消防応援活
動に対し消防庁長官より感謝状を授与さ
れる H20. 7. 20

H21. 2. 9

名張市消防本部のあゆみ

(消防吏員１０１名､その他の職員１名)

名張市消防本部設置（常備消防発足）
＜平成31年4月1日まで＞　

所在地  名張市丸之内７９番地

　　　　　(二階のみ木造）

消防庁舎移転

 構造  鉄筋コンクリ－ト造二階建

伊賀南部消防組合発足
消防の広域化による防災体制の充実強化
を図るため、名張市・名賀郡青山町をも
って常備消防を組織する

名張消防署青山分署庁舎移転竣工
 所在地　名賀郡青山町阿保７１５番地１
 構　造  鉄骨造平屋建

名張消防署桔梗が丘分署庁舎新築竣工開署

伊賀南部消防組合消防本部・名張消防署
所在地  名張市栄町２８７３番地１
名張消防署青山分署
所在地 名賀郡青山町阿保１４１１番地

 　　　　番地１
 構　造  鉄筋コンクリ－ト造二階建一部

 所在地　名張市つつじが丘南７番町３６

 所在地　名張市桔梗が丘６番町１街区１

職員定数 １０８名  
消防職員 総数 １１３名
(消防吏員１１２名､その他の職員１名）

消防長職務代理者 岩本信博（消防次長）

消防職員２名採用
消防職員４名転入（伊賀市派遣職員）

消防職員 総数 １０２名

消防職員 総数 １０５名

消防職員１名市危機管理室へ異動

消防職員１名退職

(消防吏員１０５名､その他の職員１名)

消防職員１名退職

消防職員 総数 １０７名

 所在地　名賀郡青山町羽根字上後瀬４１

消防職員 総数 １０１名

名張市消防署設置（消防本部に併設）

　　　　 ３１番地３
 構　造  鉄筋コンクリ－ト造二階建

名張消防署青山分署移転　庁舎新築竣工　

 　　　　番地３

名張市消防本部設置
所在地  名張市栄町２８７３番地１

消防職員 総数 １００名
(消防吏員９９名､その他の職員１名)

消防職員１１名転出（伊賀市へ派遣）  

消防職員 総数 １０１名
(消防吏員１００名､その他の職員１名）

(消防吏員１００名､その他の職員１名)

消防職員１名増員　　　

消防職員 総数 １０１名
(消防吏員１００名､その他の職員１名)

(消防吏員１０４名､その他の職員１名)

消防職員 総数 １０６名

(消防吏員１０６名､その他の職員１名)

消防職員１名市危機管理室から異動

 所在地  名張市栄町２８７３番地１
 構　造  鉄筋コンクリ－ト造二階建

名張消防署桔梗が丘分署に救助技術訓練
塔完成(本塔・Ｂ塔・Ｃ塔）

構　 造 鉄筋コンクリ－ト造二階建

 構　造 鉄骨造三階建一部六階建

名張消防署つつじが丘出張所新築竣工　
開所

 　　　　鉄骨スレ－ト葺

消防庁舎増改築
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H21. 3. 9 H22. 12. 31
自動車の寄贈を受ける
つつじが丘出張所へ更新配備 （消防吏員１０９名）

H21. 3. 31 H23. 2. 20 消防職員１名退職
消防職員　総数　１０８名
（消防吏員１０８名）

H21. 4. 1 消防次長 杉永 博雄 就任 H23. 3. 31
署　　長 田中　昭 就任

H23. 4. 1 消防次長　　 田中　 昭　　就任 
理　　事　　 藤森　 稔　　就任 
事務次長　　 島藤　好孝　　就任（増員）
署　　長　　 山本　富哉　　就任
消防職員３名採用
消防職員１名転入(県危機管理部派遣職員)

H21. 12. 1 消防職員1名市危機管理室から異動
消防職員　総数　１０７名
（消防吏員１０６名、その他の職員１名）

H22. 3. 31 消防職員４名退職 H23. 6. 30
消防職員　総数　１０３名
（消防吏員１０２名、その他の職員１名）

H22. 4. 1 職員定数 １１５名  H23. 11. 9
消防職員３名採用
消防職員４名転入（伊賀市派遣職員）
消防職員　総数　１１０名 H24. 3. 31
（消防吏員１０９名、その他の職員１名）

H22. 4. 5 消防職員１名採用
消防職員　総数　１１１名 H24. 4. 1 消防次長　　 山本　富哉　　就任
（消防吏員１１０名、その他の職員１名） 署　　長　　 藤森　 稔 　　就任

H22. 6. 1 消防本部理事　宇都宮　淳二　就任（増員）
事務次長　　　上久保　新次　就任　 消防職員　総数　１１４名
消防職員1名市危機管理室から異動 （消防吏員１１４名）
消防職員1名市危機管理室へ異動
消防職員　総数　１１１名 H25. 2. 27 救助工作車を名張消防署に更新配備
（消防吏員１１１名）

H25. 3. 31 事務次長　　 島藤　好孝　　退任・市へ
H22. 6. 21 消防庁舎移転　　新築竣工 消防職員　総数　１１３名

所在地　　名張市鴻之台１番町２番地 （消防吏員１１３名）
構　造　　本庁舎棟：鉄筋コンクリート造
　　　　　（一部鉄骨造）２階建て H25. 4. 1 事務次長　　 藤森　 稔　 　就任
　　　　　訓練主塔：鉄筋コンクリート造 署　　長　　 柳野　貞信 　 就任
　　　　　５階建て 理　　事　　 北田　清秋　  就任
　　　　　備蓄倉庫・資機材庫：鉄骨造 消防職員１名転入(県防災対策部派遣職員)
　　　　　平屋建て 消防職員　総数　１１４名

（消防吏員１１４名）
H22. 7. 31 消 防 長　　志村　秀郎　　　退職

消防職員　総数　１１０名 H25. 12. 31 消防職員１名退職
（消防吏員１１０名） 消防職員　総数　１１３名

（消防吏員１１３名）
H22. 8. 1 消 防 長　　宇都宮　淳二　　就任

消防職員　総数　１１０名 H26. 2. 24 高規格救急自動車を名張消防署に更新配備
（消防吏員１１０名）

H26. 3. 24 水槽車を名張消防署に新規配備

消防職員１名転出(県危機管理部へ派遣)
消防職員　総数 １１１名

(消防吏員１０５名､その他の職員１名)

消防職員１名市危機管理室へ異動
消防職員１名転出（県消防学校へ派遣）
消防職員１名転出（県危機管理部へ派遣）
消防職員 総数 １０６名

消防職員１名退職

消防職員　総数　１１０名
（消防吏員１１０名）

東日本大震災への緊急消防援助隊員派遣
に対し総務大臣より表彰を受ける

消防職員１名退職

消防職員１名転入(県消防学校派遣職員)

（消防吏員１０９名）

消防職員 総数 １０４名
(消防吏員１０３名､その他の職員１名)

消防職員２名採用
消防職員３名転入（伊賀市派遣職員）

消防職員　総数　１０９名

消防職員４名採用

（消防吏員１１１名）

事務次長　　上久保　新次　　退任・市へ

消防職員１名退職
消防職員　総数　１０９名

消防職員　総数　１０７名
（消防吏員１０７名）

社団法人日本損害保険協会より高規格救急

消防職員１名退職
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H26. 3. 31 消 防 長　　宇都宮　淳二　退職 H28. 11. 10 救急ワークステーション試行運用開始
他　消防職員４名退職
消防職員　総数　１０８名 H28. 12. 31 消防職員１名退職

消防職員　総数　１１３名
（消防吏員１１３名）

H26. 4. 1 消 防 長　　北田　清秋　　就任
H29. 1. 1 e-ラーニング運用開始

消防職員６名採用 H29.  2. 7 はしご付消防自動車を名張消防署に更新
消防職員　総数　１１４名
（消防吏員１１４名）

H29.  2. 18
H26. 6. 1 署　　長　　栢本　 保  　 就任

消防職員　総数　１１４名 H29. 3. 31
（消防吏員１１４名） 消防職員　総数　１１２名

H26. 12. 31 消防職員２名退職
H29. 4. 1 消防職員３名採用

（消防吏員１１２名）
消防職員1名市危機管理室へ異動

H27. 3. 6
（消防吏員１１５名）

H29. 4. 5
H27. 3. 9

H29. 10.  1 位置情報通知システム運用開始
H27. 4. 1 署　　長　　中堀　昌充  　 就任

消防職員４名採用 H29. 12. 31
消防職員　総員　１１３名

消防職員１名市危機管理室から異動
消防職員１名市危機管理室へ異動

H30. 3. 31 消 防 長　　辻本　全教　　退職
他　消防職員３名退職
消防職員　総数　１０９名

H27. 12. 31 （消防吏員１０９名）
消防職員　総員　１１２名
（消防吏員１１２名） H30.  4. 1 消 防 長　　関岡　廣行　　就任

消防次長　　杉永　知紀　　就任
H28. 3. 25 消防ポンプ自動車を名張消防署に更新配備 事務次長　　中野　博明　　就任

指揮車を消防本部に更新配備 　 署　　長　　中野　博明　　就任
消防職員６名採用

H28. 3. 31 消 防 長　北田　清秋　　退職
他　消防職員１名退職 消防職員　総数　１１６名
消防職員　総数　１１０名 （消防吏員１１６名）
（消防吏員１１０名）

H30. 12. 10 査察支援車を消防本部に更新配備
H28.  4. 1 消 防 長　　辻本　全教　　就任

消防次長　　中堀　昌充　　就任 H31. 1. 21 「災害応急対策に必要な用水の確保に関
事務次長　　関岡　廣行　　就任 する協定書」締結
署　　長　　杉永　知紀　　就任
消防職員４名採用 H31. 2. 5 平成30年7月豪雨への緊急消防援助隊派遣
消防職員　総数　１１４名 に対し消防庁長官より賞状を授与される
（消防吏員１１４名）

H31. 2. 7 高規格救急自動車を名張消防署桔梗が丘
名張市消防本部組織・機構の見直し 分署に更新配備
・消防本部の組織を４室から２室へ
・名張消防署の組織を４室から７室へ H31. 3. 31

消防職員　総員　１１３名
H28. 8. 1 伊勢志摩サミット消防特別警戒体制に対し

消防庁長官より賞状を授与される

消防職員　総数　１１２名

配備

署　　長　　谷野　 賢  　 就任

消防職員１名退職

（消防吏員１１２名）

消防職員１名転入(県消防学校派遣職員)

救急ワークステーション本格運用開始

消防吏員３名退職

（消防吏員１１３名）

消防吏員２名退職

消防吏員２名退職

消防職員　総数　１１４名

消防職員　総数　１１５名

消防職員1名市危機管理室から異動

（消防吏員１１４名）

（消防吏員１１３名）

（消防吏員１０８名）

高規格救急自動車を名張消防署に更新配備

消防次長　　井ノ上　秀和　就任

消防職員１名退職
消防職員　総数　１１１名
（消防吏員１１１名）

消防職員１名転出（県消防学校へ派遣）

消防救急デジタル無線運用開始
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H31.  4. 1 消防次長　　中野　博明　　就任
署　　長　　越村　卓也　　就任
消防職員３名採用

　 消防職員１名転出(県防災航空隊へ派遣)
消防職員１名市危機管理室から異動
消防職員１名市危機管理室へ異動
消防職員　総数　１１５名
（消防吏員１１５名）
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