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津別消防庁舎建設基本構想

第１章 基本事項
１ 基本構想策定の趣旨
美幌・津別広域事務組合は、昭和４６年１２月１日、美幌町、津別町の２町
により「美幌・津別消防事務組合」として発足し、その後、平成３年４月１日
に「美幌・津別衛生事業組合」と統合し、名称を「美幌・津別広域事務組合」
と改め今日に至っています。
この間、津別消防組織の人員、施設、装備等の消防力の充実強化を進め、住
民の安全・安心の確保に努めてきたところです。
近年の消防行政を取り巻く環境は、急激に進む少子高齢化等による人口減少
により、財政状況が一段と厳しさを増しているところですが、災害や救急等の
出動体制を維持することは必要不可欠であり、複雑多様化する消防需用に即応
するため、将来を見据えた消防力の計画的な整備が重要な課題となっています。
また近年、東日本大震災など予想を超える地震災害や集中豪雨による大規模
自然災害の発生が相次いでいることから、不測の事態を想定した人命保護を最
優先とする危機管理対策を講じ、町民の負託に応えるため、常に消防装備の進
化等に対応し、計画的に消防力の充実強化を図っていくことが必要となってい
ます。
こうした中、その中核となる現在の津別消防庁舎は、昭和４７年に建設され
築４６年を迎え、庁舎全体の老朽化が進んでいます。また、現在、津別町では
役場庁舎も築６０年となり、耐震強度が不足していることから、地方創生事業
と連動し、
「複合庁舎建設等まちなか再生基本計画」づくりが進められていると
ころです。計画の策定にあたっては、これまで２回の住民懇談会が開催されて
いますが、このいずれの懇談会においても住民の安全・安心のためには、消防
庁舎の建替えも検討すべきとの意見が多く出されたところです。
こうしたことを踏まえ、平成３０年に消防庁舎の耐震診断を行なったところ、
震度６以上で倒壊する危険性があり、仮に倒壊しなくとも相当のダメージを受
けることが容易に想定され、消防活動の拠点施設として機能しないことが判明
したところです。
以上の状況を勘案し、建物にあたっては、地方交付税が措置される「緊急防
災・減災事業債」が適用される平成３２年度までの建設を目指し、津別消防団
本団・第一分団詰所を併設した消防庁舎を整備することとし、平常時において
は、防災に関する研修や訓練の場として防災教育などを行い、災害時において
は消防活動の拠点とするため、津別消防庁舎建設基本構想を策定したものです。
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２ 消防行政の現状
(1)美幌・津別広域事務組合を巡る地勢
津別町は、北海道の東部オホーツク圏の内陸部に位置しており、東西３７．
２㎞、南北３４．１㎞、総面積７１６．８０㎢に及び、全道屈指の広い町域を
有しています。その８６．４２％を森林面積が占めており、北東から北に美幌
町、北西から西にかけて北見市及び訓子府町、西から南西にかけて陸別町、南
は足寄町及び釧路市、東は弟子屈町と７市町と境を接しています。
地形は、扇型に広がる河川と、その水系によって刻まれた山地によって形
成され、山地は、東南部及び東部の町境となっている阿寒、屈斜路両カルデ
ラの外輪山山地、南西部と西部の町界山地、及びこれに取り囲まれた丘陵性
の山地からなり、また、町域を網走川が北流し、津別市街附近を扇の要とし
て扇状に多くの支流を集め、その河岸に平坦な段丘面がつくられています。
特に網走川本流の河岸には、標高１２０ｍ前後及び８０～１００ｍの二段の
平坦な河岸段丘が形成されています。
気象にあっては、北見地方の内陸地帯に位置しているため、おおむね内陸
型気候であり、夏冬、昼夜の寒暖差が顕著であります。津別町市街地の北東
側５０㎞の距離にオホーツク海が広がっているため、海流、海霧、流氷、気
流などの海洋気象の影響が多少あり、冬は流氷の影響を受け、寒冷でありま
す。また、内陸気候の影響で、夏は相当の高温を記録します。
風向きは、夏期は南風と北東風、冬期は北西風の季節風が強く、風速１０
ｍ以上の風は晩秋から春にかけて観測されております。
津別町の想定される地震の規模と被害状況については、平成３０年３月に
改定された「津別町住宅・建築物耐震改修促進計画」によると、本町におい
て最も影響を及ぼす地震として「十勝沖・釧路沖の地震」（Ｍ８.２）・「根室
沖・釧路沖の地震」（Ｍ８.３）・「標津断層帯による地震」（Ｍ８.０）・「全国
どこでも起こりうる直下の地震」（Ｍ６.９）を想定しています。被害は「全
国どこでも起こりうる直下の地震」が最も強く（震度６強）の揺れが想定さ
れています。
【組合管轄図】
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(2)消防庁舎の現況
敷地面積 6,081.29 ㎡
区域区分 区域外
用途地域 法２２条地域
防火地域 なし
建
物 構造：鉄筋コンクリート造／延面積 995.561 ㎡
建築年月 昭和 47 年
昭和３２年に建てられた庁舎の老朽化と職員数の増加により、昭和４７年に
現在の「津別町字新町１番地」に消防庁舎を新築移転し、４６年が経過しまし
た。
この間、町民の救急に対する需要が年々増大する中、迅速かつ円滑な緊急通
報の受信・出動指令に対処するため、平成２１年１２月に「高機能消防指令シ
ステム」を導入し、美幌消防署・津別消防署の出動指令業務を消防本部で行う
「通信指令業務の一元化」を開始しました。
また、携帯電話の普及や通信技術の進歩に伴う逼迫した電波環境を改善する
電波法改正により、平成２４年度に消防救急デジタル無線の整備を実施し、平
成２５年４月１日より全道に先駆けて本運用を開始するなど、これまでに消防
の高度化に的確に対応するため、必要に応じて随時施設改修を行ってまいりま
した。
しかし、津別消防庁舎は、耐震診断の結果耐震性がなく、震度６以上で倒壊
する危険性があり、大規模地震の際には消防活動拠点施設として機能しないと
判定されました。
(3)消防力の現状
目標とされる消防施設及び人員は、
「消防力の整備指針」
（平成１２年消防庁
告示１号）に示されており、現在の津別消防署は、人員、車両、資機材は水準
を満たす体制ではありますが、消防庁舎においては、耐震性が無く、老朽化が
進み、また消防車両の大型化に伴い狭隘となり、当組合における実情と地域特
性、そして広域連携も考慮した中で計画的に消防力の充実強化を図ることが必
要です。
消防力の整備指針で示される当組合の基準消防力と現有消防力の比較、及び
消防職員・団員の定数は、次表のとおりとなります。
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【消防力の整備指針による基準消防力と現有消防力の比較】
（平成２７年度消防施設整備計画実態調査総括表による）
署所数・消防車両数
算定数
組合計
２
署所数
美幌町
１
津別町
１
◎消防ポンプ自動車
組合計
１２
美幌町
６
津別町
６
◎はしご車
組合計
１
美幌町
１
津別町
０
◎化学消防車
組合計
１
美幌町
１
津別町
０
消防車両数
◎救急自動車
組合計
４
美幌町
３
津別町
１
◎救助工作車
組合計
１
美幌町
１
津別町
０
◎指揮車
組合計
１

美幌町
津別町

消防水利

組合計
美幌町
津別町

整備数
２
１
１

不足数

１２
６
６
０
０
０

備考

※消防署管理分＋消防団管理分
１
１

１
１
０

※高所活動車を代替配備

※化学消防車に代えて泡放出装置を
備えた消防ポンプ自動車を配備

３
２
１

１
１

０
０
０

１
１

※平成 28 年度 1 台増

整備済み

１

１
０

１
０

算定数
４６６
３３８
１２８

整備数
２４３
１７８
６５

率(％)
５２．１
５２．７
５０．８

【美幌・津別広域事務組合職員定数条例】
（平成３０年４月１日現在）
消防職員数
組合計
本部・美幌消防署
津別消防署

定数
７６
５５
２１

現員数
６８
５０
１８

率(％)
８９．４
９０．９
８５．７

【美幌・津別広域事務組合消防団規則】
（平成３０年４月１日現在）
消防団員数
組合計
美幌消防団
津別消防団

定数
２２５
１１０
１１５

現員数
１８８
９５
９３

4

率(％)
８３．５
８６．３
８０．８

男性８４名、女性１１名
男性８３名、女性１０名
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３ 消防行政の課題
(1)職員数と消防体制
当組合において今後整備すべき消防庁舎（拠点の位置、規模、機能）や職員
数については、将来人口や人口密集度、産業構造、消防団組織の状況などを勘
案し決定しなければなりません。
津別町の人口減少は、１９６１年（昭和３６年）から既に始まっており、こ
の減少傾向は、少子高齢化に伴う人口減少が要因であると検証されております。
消防業務も時代とともに大きく変化する中、平成になると救急業務の増加が著
しいことから、救急救命士と高規格救急自動車を整備し、高度な救命処置の提
供に努めるとともに、出動体制の強化に対応してまいりました。
また、津別消防署では平成２１年から常備警防体制一元化となり、消防隊５
名（救急隊兼務）を最高当直人員として運用しており、この消防体制を堅持す
ることが必要であると考えます。
しかし、津別消防署の職員数は、現在１８名（日勤２名・当直１６名）とな
っていますが、組合の条例定数２１名に対し３名の職員不足となっており、消
防学校入校・研修会等による職員の出向に伴い人員が慢性的に不足している状
況であります。
大量退職期が一段落を終えたところでありますが、災害や救急の現場経験が
不足している職員が増えており、経験豊富なベテラン職員からの知識と技術の
伝承を行い消防体制の質の向上を図ることが、緊急の課題となっています。
(2)火災・救急の発生件数の推移と消防体制
火災については、ここ１０年間では平成２０年に１２件(組合管内では２７
件)の最多火災件数を記録しています。救急については、近年２００件前後(組
合管内では１,１００件前後)で推移していますが、平成２８年には２６３件
(組合管内では１,１７４件)で津別消防署では過去最多の出動件数となってい
ます。
救急搬送人員の７１％は６５歳以上の高齢者であり、組合管内人口は減少の
一途をたどっていますが、今後においても少子高齢化による高齢者比率の上昇
に伴い、これまで以上に救急需要は増加していくことが予測されます。
当組合では、通信指令業務の一元化に合わせて警防体制の共同運用を開始し
組合管轄区域内の火災・救急・救助の初動体制の充実強化を図っています。
今後においても、人員と車両・資機材等の効果的運用を維持し、確実な消防・
救急活動の実践により、被害の軽減、救命率の向上を図り、住民に求められて
いる安全・安心を確保することが重要な責務であります。
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津別町の人口と津別消防署救急出動件数の推移
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(3)消防団(非常備消防)の現状
津別町においても高齢化と過疎化の進行、就業形態の変化が大きく影響し、
消防団員の確保が難しい状況が続いており、団員報酬や出動手当の改正による
処遇改善、事業所への協力依頼などの入団促進を行っているところですが、増
員には至っておらず、団員確保に苦慮しているのが現状です。
消防団は、地域防災の中核を担う重要な存在であり、地域密着性や即時対
応力・要員動員力を活かし多岐にわたり活躍しております。特に大規模災害
時には、地域実情を把握している消防団による迅速な避難誘導・支援及び救
出活動などに対する住民の期待は高く、代替性のない存在となっています。
消防庁舎建設にあたっては、消防団活動の拠点施設として位置付け、参集・
待機場所を確保するとともに、消防団員の教育・訓練に活用する機能を充実し、
地域防災の強化に向けて消防団を含む消防関係機関（後援会・防火協会・防管
連・危安協）の会議、研修、教養の場として多目的に使用できる居室や講堂な
どの施設を整備する必要があります。
(4)女性活躍推進法等の対応
人口減少社会を迎え、防災力の低下が懸念される中、多様化・大規模化す
る災害に的確に対応するために、これまで以上に自助・共助・公助が一体と
なって地域防災力を発揮することが必要であり、現在の地域社会では、女性
が人口の半分を占め、公助を担う消防においては、より多くの女性消防職員
や女性消防団員が参画、活躍することで、消防・防災体制の向上に寄与する
ものであります。また、全国的に女性消防団員が増加傾向にあり、津別消防
団にも１０名が在団しておりますが、現消防庁舎には女性に配慮した環境が
整備されていない状況であるため、女性専用区画を配置するなど利便性の向
上を図る施設整備を行う必要があります。
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第２章 現状と検討経緯
１ 津別消防庁舎の現状
(1)現状の施設の耐震性能と老朽化
平成２３年３月に発生した東日本大震災により耐震化が社会の大きなテー
マとなったことから、不特定多数が利用する一定規模以上の特定建築物は耐震
化が義務付けられました。これに伴い、「官庁施設の総合耐震計画基準」によ
り、災害時に拠点として機能すべき消防施設として、平成３０年度に消防庁舎
の耐震診断を実施した結果、耐震性に問題があることが判明し、震度６以上で
倒壊する危険性があり、大規模地震の際には消防活動拠点施設として機能しな
いことが判明しました。
現庁舎は、昭和４７年に建設され４６年が経過しています。単なる部分修
繕では対応できない状況であり、１階は、壁や柱が少ない車庫空間が床面積５
０％を占めていることと耐力の少ない柱が、２階は、耐力が少ない柱が、望楼
は、壁が少ないため偏りが影響し、耐震基準を満たしていないと耐震診断の結
果が出され、抜本的な大規模改修又は改築の整備が必要と判断されました。
(2)車庫の狭隘、駐車場・訓練場スペース不足
現消防庁舎の車庫は、建設当時の車両台数８台の大きさを基に設計されてい
るため、広報車、消防バス等の車両の増加や消防車両の大型化で狭隘となり、
車両間隔の不足によりドアの開閉や乗降に支障を来し、安全迅速な出動の妨げ
となっています。また、別棟で車庫を建設し車両を分散しているため、車両運
用上災害出動時に利便性が悪い状況です。さらに、消防・救急・救助などの資
機材の保管場所、救急業務における隊員及び資機材の消毒専用区画がなく、感
染防止等の安全対策が万全ではありません。
駐車場は、一般来庁者用としては十分な広さが確保されていますが、災害時
に駆けつける消防職員及び消防団員と出動動線が交差しない駐車スペースの
確保が必要であり、隣接用地の取得や賃借で対策を講じていますが、依然とし
て問題解決には至っていません。
訓練場は、庁舎車庫前を使用し、訓練を行っているところですが、狭隘のた
め災害等を想定した車両出動訓練に不向きであり、また、車庫前のアスファル
トは凸凹状態であり、訓練時に事故や怪我に繋がる状況にあります。
(3)庁舎内設備の老朽化
現消防庁舎の生活スペース（食堂・仮眠室・洗面所など）と執務スペース（事
務室・給湯室など）の現状については、全ての設備が老朽化し機能低下が著し
い状況であり、抜本的な設備改修には多額の費用を要するため部分的な修繕で
対応しており、年々、維持管理に関する経費が増加傾向にあります。特に電気
暖房機においては、触媒ガス（フロン）が漏れるなどして支障が生じており暖
房効率が非常に悪い状態であります。また、洗面所や台所、トイレの汚水管な
どはピット内部や躯体に布設されているため、詰まり箇所等の特定が難しく配
管の交換が困難となっており汚物排出の処置を行っています。
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庁舎本体においても、屋上防水の劣化による漏水、外壁コンクリートの経年劣
化によるひび割れ、窓枠・サッシの変形による雨漏りや気密性低下が見られる
など、劣悪な執務環境となっています。さらに、消防庁舎北側には、現在使用
していない暖房用ボイラー煙突が設置されており、煙突内部にはアスベストが
残存しております。
２ 消防庁舎建設検討の経緯
現在の消防庁舎は、鉄筋コンクリート構造（一部鉄骨造）地上２階建てで、
昭和４７年の建設から４６年が経過し老朽化が顕著であることから、平成３０
年度に耐震診断を実施した結果により、それに伴う補強案を作成し議論を行い
ました。
耐震化の対策として、耐震補強工事と機能維持工事、長寿命化工事を検討し
ました。
耐震補強工事は、車庫出入口の一部を塞ぎ耐震壁を増設し、事務室、仮眠室、
待機室、会議室にも耐震壁を増設する工事となるため、工事中の機能維持をす
るための対策が必要となります。さらに２つの塔屋（望楼、ホース乾燥塔）は
機能を維持したままでの補強が難しく、新たにサイレン・アンテナ塔・ホース
乾燥塔を整備する必要があります。耐震壁の増設により車両を格納する面積が
減少してさらに狭隘化が進むことで、車両出動時に事故危険の増大や車両・資
機材の点検整備が車庫内で実施できない等の弊害が発生します。
機能維持工事は、事務室・仮眠室・電気室・給湯室などの仮設庁舎建設、東
側車庫の出入口が塞がるため、別棟で車庫を建設し、サイレン・アンテナ塔や
ホース乾燥塔の建設工事が必要となります。
長寿命化工事は、外壁・屋根の改修や建具の改修工事となります。
耐震補強工事で耐震性の向上を図ることは可能ですが、既存躯体の供用期間
は延長するものではありません。一般的な鉄筋コンクリート造の建物の供用期
間は６５年と言われており、消防庁舎を適正に維持補修しても残存耐用年数は
１５年程度です。そのため、耐震補強工事における費用対効果は著しく低下し、
新消防庁舎に建替えることが望ましいと判断され建設を検討することとしまし
た。
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【構造判定耐震指数（判定結果）】
消防庁舎の基準（Ｉso 値）０.８１＞現消防庁舎の基準（Ｉs 値）０．３０６
【参考】
構造耐震判定指標（Iso 値）：耐震診断結果を判定する際の指標値
構造耐震指標値（Is 値） ：構造体の耐震性能を示す指標値
Iso≦Is → 安全（想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している）
Iso＞Is → 耐震性に問題あり
本施設：耐震判定基本指標：0.6、地域係数：0.9
災害応急対策活動に必要な施設・救護施設：1.5
Iso=0.6×0.9×1.5＝0.81
(1)耐震性の調査結果
津別消防庁舎耐震調査結果【平成３０年度実施】
階
方向
構造耐震指標(IS 値) 構造耐震判定指標(ISO 値)
１階 X 方向（東西）
0.434
Y 方向（南北）
0.306
0.810
２階 X 方向（東西）
0.546
Y 方向（南北）
0.689

耐震性
無し
無し
無し
無し

津別消防庁舎(望楼)耐震調査結果【平成３０年度実施】
階
方向
構造耐震指標(IS 値) 構造耐震判定指標(ISO 値)
３階 X 方向（東西）
0.601
Y 方向（南北）
0.070
４階 X 方向（東西）
0.827
Y 方向（南北）
0.120
0.810
５階 X 方向（東西）
1.292
Y 方向（南北）
0.121
６階 X 方向（東西）
0.559
Y 方向（南北）
0.179

耐震性
無し
無し
有り
無し
有り
無し
無し
無し

(2)補強案に関する費用
耐震補強（事務室・仮眠室・電気・給排水等
仮設庁舎（事務室・仮眠室・電気・給排水等）
車庫（別棟、RC64 ㎡）
サイレン・アンテナ搭
ホース乾燥塔（別棟）
増築部分解体新設
計

9

182,240 千円
46,000 千円
23,000 千円
45,760 千円
20,000 千円
3,500 千円
320,500 千円
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※上記補強工事に併せ、損傷及び老朽化著しい箇所の改修を行う場合の費用
外壁・屋根改修（雨漏り 194 ㎡）
建具改修（窓 40 箇所、ドア 21 箇所）
計
合計

31,340 千円
61,120 千円
92,460 千円
412,960 千円
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第３章 基本方針と基本的機能
１ 新消防庁舎建設にあたっての基本方針
現消防庁舎は、組合構成町（美幌町・津別町）の通信指令業務の一元化及び
警防体制の共同運用の中枢を担う重要な消防活動拠点施設であることから、被
災による消防機能の消失を防ぎ消防活動の継続を図るために、災害に強い消防
施設を整備します。
(1)コンセプト
① 確実・迅速な消防活動ができる庁舎
・迅速な出動動線が確保できること。
・耐震強度の基準がみたされていること。
② 限られた職員数で機能する庁舎
・消防車両や消防資機材の保管・管理が容易にできること。
・効率的で確実な活動を行えること。
③ 将来を見据えた庁舎
・職員数の増減や女性職員採用などの職員状況の変化に対応できること。
・無線や通信のシステム変更や消防車両の更新に対応できること。
④ 利用しやすい庁舎
・来庁者が使いやすく、バリアフリーが施されていること。
・来庁者にも分かりやすい動線とされること。
⑤ 経済性に富んだ庁舎
・維持管理や改修が容易でかつ低コストであること。
・省電力、冷暖房の効率化など、省エネルギー性能を目指すとともに、自
然エネルギーの利活用も考慮すること。
２ 新消防庁舎の建設場所について
(1)建設場所の特定にあたり考慮した事項
① 駆付け通報の受理や災害時に職員及び団員が短時間で集合できる場所で
あり、津別町役場や津別病院などの市街地中心に近いこと。
② 消防車両の緊急出動の際に、幅員１０ｍ以上の道路に安全に出られるこ
と。
(2)新消防庁舎敷地に隣接すべきと考えた機能
① 来庁者や災害時に駆けつける消防職員及び団員と出動動線が交差しない
駐車スペースの確保
② 消防職員や消防団員の大規模火災想定訓練、山火事想定訓練などが実施
できる屋外訓練スペースの確保
③ 降雪時の緊急出動で容易に除雪が出来るスペースの確保
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以上の事から、旧Ｋニットが設置されている町有地を主に建設予定地としまし
た。
【参考図】

３ 消防庁舎建設に関する基本的機能
消防庁舎は、各種災害対応における中枢機関として、いついかなる場合でも
活動拠点機能を有し、安全で耐久性に優れ、誰に対しても利用しやすく、町民
の安心・安全のシンボルになる施設を目指します。
(1)土地利用
① 緊急車両の道路への出入口は、迅速に出動できる動線を確保する。
② 緊急車両の安全な出動を確保する。
③ 訓練時の水の飛散や煙、音など周辺環境への配慮を行う。
(2)建築計画
① 平面・動線計画
・諸室及びスペースの特性を把握し、機能性を重視した平面計画とする。
・緊急時に迅速な出動が出来る動線や、消防活動後の衛生面（汚れの持ち
込みなど）に配慮した区画や動線計画とする。
・階段及び廊下は、明るく利用しやすい位置構成とする。
・執務スペース（事務室・給湯室など）と生活スペース（食堂・仮眠室・洗
面所など）は完全分離とし、動きやすい動線とする。
・来庁者と玄関で交差しないよう職員用出入り口を分離する。さらに、来庁
者の動線と消防職員・消防団員の動線を区別する。
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・妊婦や障がい者用にバリアフリーの応接室を確保する。
② 断面計画
・諸室及びスペースの特性を把握し、適切な階高設定・階層構成とする。
③ 構造計画
・構造体の耐震に関する性能については、消防の災害時における救援機能
の保持が必要なため、
「官庁施設の総合耐震計画基準」
（以下、
「耐震計画
基準」という。）により、耐震性に優れた庁舎を目指します。
【耐震計画基準の分類】
構造体耐震安全性の分類：Ⅰ類
建築非構造部材の耐震安全性の分類：Ａ類
建築設備の耐震安全性の分類：甲類
【参考】
国土交通省が制定した「官庁施設の総合耐震計画基準」は、官庁施設として
必要な耐震性能の確保を図ることを目的として、官庁施設の地震による被害及
びそれに伴う火災などの二次災害に対する安全性に関する基本的事項及び施設
の維持管理について定めたものです。
大地震動に対する耐震安全性の目標は、構造体、建築非構造部材（仕上げ）、
建築設備ごとに別表のように目標が定められています。
このうち、災害応急対策において特に重要な官庁施設については、構造体は
Ｉ類、建築非構造部材はＡ類、建築設備は甲類が目標となります。
【大地震動に対する耐震安全性の目標】
部位
分類
耐震安全性の目標
・大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物
構造体
を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加
Ｉ類
えて十分な機能確保が図られる
「柱・梁・基礎等」
・必要保有水平耐力の割り増し １．５
・大地震動後、災害応急活動等を円滑に行ううえ、
又は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部
建築非構造部材
Ａ類 材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人
「仕上げ材」
命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られる
【外部及び活動拠点室、活動通路等】
建築設備
・大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止
が図られているとともに、大きな補習をすることな
「外壁仕上げ、
く、必要な設備機能を相当期間継続できることを目
建具、間仕切り、
標とする。
天井、屋根材等」 甲類 ・求められる機能についての信頼性の向上を図る
「電力供給、照明、
・不測の事態により、必要な設備機能を発揮できな
通信連絡、給排水、
い場合を想定し、代替手段に配慮する
衛生、空調、エレ
ベーター設備等」
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・各機器の荷重を考慮した構造計画とする。
・構造は、建築基準法に定める技術上の基準に基づく耐火構造と指定され
るもの以外については、木などの使用も考慮し、愛林のまち・つべつを象
徴する庁舎とします。
(3)各諸室の計画
① 一般事項
・出動動線となる諸室にドアを設ける場合は、引き戸（もしくは片開き戸）
とする。またドアの内外部は視認出来るようにする。
・出動隊諸室においては、迅速な行動がとれるよう配慮し、出動時の来庁
者との接触衝突事故防止に配慮する。
・出動隊諸室及び指令端末装置の配置は、迅速な出動が可能となるよう動
線に配慮する。
・２次感染・汚染防止や薬剤・資機材の温度管理を徹底する。
・会議・講習会・辞令交付等に利用できる場所を確保する。
・直射日光による執務への影響に配慮する。
・各机への電源・ＬＡＮ・電話設備対応を行う。
・廊下・階段等は、出動時の職員の動線に配慮した効率的かつ、動きやす
い造りとする。
・消防団員が災害時に待機できるように男女別の待機場所を確保する。
・職員の体力錬成訓練、実技訓練のできるスペースを確保する。
・現在別棟に収納している各資機材等の集約収納スペースを確保する。
・事務室や消防団員待機場所から出動車両や訓練状況が確認出来るように
車庫前エプロン、訓練スペースを庁舎前庭に確保する。
② 各諸室の構成
区分
諸室
庁舎内
玄関ホール、職員用出入口、車庫、救急消毒庫、救急資機材庫、資
機材倉庫、油庫、工具室、仮眠室（女性職員用含む）、リネン室、
洗面室、洗濯室、浴室、脱衣所、ロッカー室、署長・団長室、事務
室、食堂、消防団員待機詰所・講堂（本団・第１分団詰所及び女性
団詰所含む）、体力錬成室、書庫、ホース乾燥塔、タイヤ収納庫、
出動準備室、ホース収納棚、資機材洗浄スペース、資器材乾燥室、
防災備蓄庫、応接室、印刷室、給湯室
その他
発電機室、機械室、階段室、男女トイレ(各階)、多目的トイレ（１
階）、ポンプユニット
附属建物等 車両転回スペース、来客駐車場、職員駐車場、駐輪場
③ 職員・団員数算定条件
・職員数 消防職員１８名（津別消防職員１６名、美幌交流職員２名）なお、
災害対応時は美幌への交流職員３名がプラスされる。今後の見込み
として女性職員の配置も考慮する。
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・団員数

定員６５名であり実員５０名（本団４名、第１分団３６名、女性
団１０名）。（平成３０年７月現在）

④ 車庫配置車両（平成３０年７月現在）
車両名称

長さ×幅×高さ(ｃｍ)

総重量(ｋｇ)

津別タンク１

８９３×２４９×３１６

１９，９２０

津別１０１

７５７×２４９×２７９

１４，６５０

津別１０２

９１６×２４９×３２２

２１，９７５

津別１０３

５７５×１８９×２６３

５，２５０

津別１０４

５７５×１８９×２６２

５，５７０

津別林野１

７００×２４０×２７２

６，６１０

津別６０１

６９９×２０８×２８１

６，６５５

津別広報１

４６９×１８２×１９０

１，９９５

津別広報２

４８４×１８８×２２６

２，６６０

津別広報３

３３９×１４７×１９８

６５８

津別救急１

５６７×１８９×２５８
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第４章 新庁舎の規模
１ 施設想定
消防署として機能するためには、執務スペースと職員の生活スペースを含め、
当直職員の心身のストレスに配慮して、仮眠待機する部屋を個室化し、消防車
両等の車庫、各種消防資機材を収納する格納庫、隊員が訓練をする訓練施設を
整備する必要があります。
消防団として機能するためには、待機室（本団・第１分団、女性団詰所）兼
講堂として使用し、女性のプライバシー保護として仕切りを入れるなど整備す
る必要があります。
庁舎は、地震その他の災害に強く、迅速な災害出動が出来る設計とし、低層
建物を想定します。執務スペースと生活スペースを考えたうえで、必要最小限
で計画します。
車庫は、消防車及び救急車が全車収納でき、各車両を点検整備するために十
分な面積と高さが必要となります。また、車庫内に消防資機材格納庫等を設け
て、災害時の活動の迅速化を図ります。
以上のことから、新津別消防庁舎の規模(総床面積）は、１,６００㎡を想定
します。
【消防庁舎面積拡大の主な理由】
「１ 階」
① 出動準備室
現在の消防庁舎では、消防職員及び消防団員の災害用個人装備品は、収納
する場所が無く、車庫の壁面や消防車両貨物室、ホース乾燥塔の空きスペー
スに分散して収納している状態であります。また、災害出動の際は、着替え
る場所が狭隘のため出動に支障をきたしています。消防職員や消防団員の個
人装備品を集約し安全迅速な出動動線を確保します。
② 多目的、男女別トイレ
現庁舎のトイレは男女兼用であるため、女性来庁用に女性専用トイレ、妊
婦登録する女性や障がい者などの来庁者用に多目的トイレを設置します。
③ 救急車専用車庫
２次感染・汚染防止や薬剤・資器材の温度管理を徹底するため、他の車両
や他の居室と区画をします。
「２ 階」
① 書 庫
現在の消防庁舎には書庫が無いため、別棟の旧消防職員住宅に書類を保管
しています。庁舎内に書庫スペースを確保し、書類を整理整頓し保管します。
② 男女別トイレ
現消防庁舎のトイレは男女兼用であるため、女性来庁用に女性専用トイレ
を設置します。
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③ 女性職員用スペース
現在の消防庁舎には女性職員用スペースはなく、将来の女性職員採用を考
慮し、女性職員用スペースを確保します。「※女性活躍推進法」
④ 男性ロッカー室
現在の消防庁舎にロッカー室はなく、仮眠室にロッカーを並べて使用して
いるため、狭隘であり着替えに苦慮しています。職員のストレス軽減のため
着替えをスムーズに行えるようにロッカー専用室を設置します。
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第５章 事業費
１ 事業費及び財源
事業費については、今後、基本計画の策定を通して庁舎の機能を具現化し、
詳細に規模の算定を行い、それを基に具体的な積算を行うこととします。これ
まで述べたとおり、環境に配慮した経済性の高い庁舎を目指し、無駄を省いて
建設費用の抑制に努めることを基本とします。
また、財源については、緊急防災・減災事業債を活用するなど負担軽減を図
ります。
主な事業内容・事業費（総面積 1,600 ㎡）
【歳出関係】
① 旧Ｋニット取壊し
・実施設計委託
4,050 千円
・取り壊し工事 169,200 千円
計
173,250 千円

【歳入関係】
緊急防災・減災事業債（全額）
緊急防災・減災事業債（全額）
計 0 円（一般財源）

② 新消防庁舎建設工事
・地質調査
2,193 千円
・基本設計委託
17,432 千円
・実施設計委託
48,686 千円
・建設工事
778,672 千円
計
846,983 千円

緊急防災・減災事業債（全額)
一般財源（全額）
緊急防災・減災事業債（全額）
緊急防災・減災事業債（全額）
計 17,432 千円（一般財源）

③ 新消防庁舎外構工事
・実施設計委託
2,810 千円
・外構工事
37,400 千円
計
40,210 千円

緊急防災・減災事業債（全額）
緊急防災・減災事業債（全額）
計 0 円（一般財源）

④ 現庁舎取り壊し工事
・実施設計委託
3,618 千円
・取り壊し工事
36,556 千円
計
40,174 千円

一般財源（全額）
一般財源（全額）
計 40,174 千円（一般財源）

一般財源 57,606 千円
緊急防災・減災事業債 1,043,011 千円
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第６章 スケジュール
１ 整備スケジュール
建設にあたっては、地方交付税が措置される「緊急防災・減災事業債」が適用
される平成３２年度までの完成をめざし、平成３０年度に基本構想を策定し、
平成３０・３１年度中に測量・地質調査及び基本設計・実施設計を終了させ、
消防庁舎本体の建設工事は平成３２年度を予定しています。
(1)旧Ｋニット解体工事
・平成３０年 ８月３０日
・平成３１年 ７月３１日

事業者選定・通知・発注・仮契約
解体工事完了

(2)消防庁舎建設工事
・平成３０年１０月
・平成３０年１１月
・平成３０年１２月
・平成３１年 ５月
・平成３１年 ６月
・平成３１年１２月
・平成３２年 ４月
・平成３３年 ３月

地質調査
基本設計
地質調査
基本設計
実施設計
実施設計
建設工事
建設工事

業務委託・業務選定・業務着手
業者選定・業務着手
完了
完了
業者選定・業務着手
完了
業者選定・工事着手
完了

(3)外構工事
・平成３１年
・平成３２年
・平成３２年
・平成３３年

実施設計
実施設計
外構工事
外構工事

業者選定・業務着手
完了
業者選定・工事着手
完了

６月
３月
４月
２月

(4)現消防庁舎取り壊し工事
・平成３３年 ４月
・平成３３年１２月

業者選定・工事着手
取り壊し工事 完了
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第７章 津別消防庁舎建設検討委員会
１ 津別消防庁舎建設検討委員会・視察等経過
（１） 第 1 回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年 １月 ９日（火）
① 構 成
・委 員 長 笠川署長
・副委員長 藤田警防司令
・委
員 長谷Ｇ主査、中村・工藤・輿石・阿部Ｇ担当
② 協議事項
・検討委員会の構成ついて
・当面する検討課題について
・消防庁舎視察場所の検討について
（２） 第２回津別消防庁舎建設検討委員会

平成３０年

１月２５日（木）

①

協議事項
・消防庁舎視察について

（３） 消防庁舎視察
平成３０年 ２月
① 視察場所
・釧路東部消防組合 厚岸消防庁舎

６日（火）

・釧路北部消防事務組合 弟子屈消防庁舎
② 出向者
・笠川委員長、藤田副委員長、中村・輿石委員
（４） 消防庁舎視察
平成３０年 ２月１３日（火）
① 視察場所
・斜里地区消防組合 斜里消防庁舎
② 出向者
・笠川委員長、藤田副委員長、中村・工藤・阿部委員
（５） 消防庁舎視察
平成３０年 ２月１５日（木）
① 視察場所
・北見地区消防組合 北見・留辺蘂消防庁舎
② 出向者
・藤田副委員長、長谷・工藤・中村・輿石委員
（６） 第３回津別消防庁舎建設検討委員会
① 協議事項
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２月２８日（水）
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・消防庁舎視察結果について
（７） 第４回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年
① 消防団出席者 津幡団長、坂下・髙橋分団長
② 協議事項
・津別消防庁舎耐震診断（速報値）説明

３月１４日（水）

（８） 第５回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年 ３月２２日（木）
① 消防団出席者 津幡団長、濱端・菊池副団長、坂下・髙橋分団長
②

協議事項
・耐震補強と消防庁舎建設について今後の取組みを消防団と協議

（９） 消防庁舎視察
平成３０年 ４月１１日（水）～４月１２日（木）
① 視察場所
・岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防庁舎
・滝川地区広域消防事務組合 滝川・芦別・赤平消防庁舎
② 出向者
・消防本部 志賀次長以下６名
・津別消防署 工藤、竹田・輿石委員
（10） 第６回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年 ４月１３日（金）
① 構 成
・委 員 長 藤田署長
・副委員長 栗原警防司令
・委
員 中村・工藤Ｇ主査、竹田・阿部・輿石Ｇ担当
② 協議事項
・津別消防庁舎基本構想（素案）検討
・津別消防庁舎建物面積検討について
（11）

津別町政策調整会議
平成３０年 ４月２３日（月）
① 出席者 藤田署長
② 協議事項
・津別消防庁舎耐震診断結果（速報値）について

（12） 第７回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年
① 協議事項
・津別消防庁舎建物面積検討について
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・建物面積の検討
（13）

消防庁舎建設打合せ
平成３０年 ５月１０日（木）
① 出席者
・役場 齊藤総務課長、伊藤住民企画課長、松木住民企画課財政Ｇ
主幹
・消防 藤田署長、工藤Ｇ主査、竹田Ｇ担当
② 協議事項
・津別消防庁舎建設場所・建物面積について

（14） 第８回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年
① 協議事項
・津別消防庁舎建設外構面積・建物面積について
(15)

５月１４日（月）

消防庁舎建設打合せ
平成３０年 ５月２１日（月）
① 出席者
・役場 齊藤総務課長、伊藤住民企画課長、松木住民企画課財政Ｇ
主幹
・消防 藤田署長、中村Ｇ主査
②

協議事項
・津別消防庁舎建設外構面積・建物面積について

（16） 第９回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年
① 協議事項
・津別消防庁舎基本構想（素案）について
（17）

津別町政策調整会議
平成３０年
① 出向者 藤田署長、栗原警防司令
② 協議事項

５月２２日（火）

５月３１日（木）

・耐震診断補強案について
・津別消防庁舎建設場所について
・津別消防庁舎建物・外構の規模について
（18）

総務文教常任委員会
平成３０年 ６月 ５日（火）
① 出向者 藤田署長
② 協議事項
・津別消防庁舎の耐震診断調査結果と今後の対応について
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（19）

産業福祉常任委員会
平成３０年 ６月 ６日（水）
① 出向者 藤田署長
② 協議事項
・津別消防庁舎の耐震診断調査結果と今後の対応について

（20） 第 10 回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年
① 協議事項
・総務文教・産業福祉常任委員会結果について

６月

７日（木）

（21） 第 11 回津別消防庁舎建設検討委員会
平成３０年 ６月１５日（金）
① 構 成
・委 員 長 藤田署長
・副委員長 栗原警防司令
・委
員 髙橋・中村・工藤Ｇ主査、竹田・柏葉・輿石・阿部
髙橋Ｇ担当
② 協議事項
・津別消防庁舎建設に伴うスケジュールについて
（22）

津別町政策調整会議
平成３０年
① 出向者 藤田署長、中村Ｇ主査

７月２３日（月）

（23） 第 12 回津別消防庁舎建設検討委員会 平成３０年
① 協議事項
・津別消防庁舎建物面積について
・津別消防庁舎基本構想（案）について

７月２７日(金）

（24）第 13 回津別消防庁舎建設検討委員会
① 協議事項

８月

平成３０年

１日（水）

・津別消防庁舎建物面積について
（25） 消防庁舎建設協議（正副分団長会議）
平成３０年 ８月 ３日（金）
① 出席者
・職 員 藤田署長、髙橋・栗原・栁澤警防司令・萬通信主幹、中
村Ｇ主査
・消防団 津幡団長、濱端・菊池副団長、坂下・髙橋・今井・内田
分団長、滝口・池森・大寺副分団長
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②

協議事項
・津別消防庁舎建設面積について

（26）

消防庁舎建設打合せ
平成３０年 ８月 ７日（火）
① 出席者
・役場 齊藤総務課長、伊藤住民企画課長、松木住民企画課財政Ｇ
主幹
・消防 署長、工藤Ｇ主査、竹田Ｇ担当

（27） 消防庁舎建設協議(本団・第１分団幹部会議）平成３０年 ８月 ７日（火）
① 出席者
・職 員 藤田署長、髙橋・栗原・栁澤警防司令・萬通信主幹、中
村Ｇ主査
・消防団 津幡団長、濱端・菊池副団長、坂下・髙橋分団長、滝口
副分団長、部長４名、班長６名
② 協議事項
・津別消防庁舎建設について
（28）

消防庁舎建設打合せ

平成３０年

８月１４日（火）

①

出席者
・役場 町長、副町長、教育長、齊藤総務課長、伊藤住民企画課長
・消防 藤田署長、工藤Ｇ主査、竹田Ｇ担当
② 協議事項
・津別消防庁舎基本構想（案）について
（29）

消防職員全体説明 平成３０年 ８月１６日（木）
① 出席者
・藤田署長、髙橋・栗原・栁澤警防司令、萬通信主幹、高橋・野口・
中村・工藤Ｇ主査、竹田・柏葉・輿石・橘井・阿部・香川・柴田・
髙橋Ｇ担当
② 協議事項
・津別消防庁舎建設今後のスケジュールについて
・津別消防庁舎基本構想（案）について
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