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１ 個別計画策定の目的 

  「消防施設の個別計画（以下「本計画」という。）」は、消防施設の全体の状況を把握

し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することを目的

として策定する。 

 なお、本計画は、登米市公共施設等総合管理計画（平成 28年 12月）に基づく行動計

画として位置付けるものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状や課題に関する基本認識 

消防施設は、消防庁が示す「消防力の整備指針」の基準に基づき整備を図ってきている。 

消防庁舎は、１消防本部、１消防署、５出張所を設置しており、消防本部、消防署庁舎

は平成 19年度に新築、出張所は平成 21年度から平成 27年度まで整備を行った。 

消防団ポンプ置場は、市内に 191施設設置しており、平成 22年度からは、手引きポン

プを機動性のある可搬消防ポンプ付き軽積載車（デッキバン）へ更新する事業と合わせて、

ポンプ置場を新築整備してきたが、建築から 20年以上経過している施設も多くあること

から、計画的な修繕や更新が必要となっている。 
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３ 対象施設 

３－１ 対象施設一覧 

 

総額（千円）
市民一人
当たり（円）

利用者一人
当たり（円）

1 消防署東出張所 東和町錦織 2015 5 507.10 0.00 7,742.00 94.98 0.00 直営

2 消防署北出張所 石越町南郷 2006 14 222.16 0.00 6,490.67 79.63 0.00 直営

3 消防署津山出張所 津山町柳津 2015 5 497.48 0.00 7,316.67 89.76 0.00 直営

4 登米市消防防災センター 迫町森 2007 13 4,793.67 1,912.33 24,923.00 305.76 13,032.77 直営

5 消防署西出張所 南方町堤田 2012 8 480.70 0.00 7,840.33 96.19 0.00 直営

6 消防署南出張所 豊里町十丁田 2014 6 496.38 0.00 7,674.00 94.15 0.00 直営

7 中田支団10分団2班ポンプ置場 中田町浅水 1994 26 55.68 － 33.33 0.41 － 直営

8 中田支団11分団3班ポンプ置場 中田町浅水 1997 23 12.43 － 7.00 0.09 － 直営

9 中田支団11分団1班ポンプ置場 中田町浅水 2015 5 19.87 － 11.67 0.14 － 直営

10 中田支団12分団2班ポンプ置場 中田町浅水 2003 17 19.87 － 9.00 0.11 － 直営

11 中田支団12分団1班ポンプ置場 中田町浅水 2004 16 19.87 － 6.00 0.07 － 直営

12 中田支団11分団2班ポンプ置場 中田町浅水 2004 16 19.87 － 13.33 0.16 － 直営

13 中田支団10分団1班ポンプ置場 中田町浅水 2005 15 19.87 － 14.00 0.17 － 直営

14 中田支団10分団3班ポンプ置場 中田町浅水 2005 15 19.87 － 13.00 0.16 － 直営

15 中田支団3分団2班ポンプ置場 中田町石森 2002 18 19.88 － 9.00 0.11 － 直営

16 中田支団2分団1班ポンプ置場 中田町石森 不明 － 9.91 － 6.00 0.07 － 直営

17 中田支団2分団2班ポンプ置場 中田町石森 不明 － 9.72 － 6.33 0.08 － 直営

18 中田支団3分団3班ポンプ置場 中田町石森 2003 17 19.87 － 12.67 0.16 － 直営

19 中田支団1分団3班ポンプ置場 中田町石森 2004 16 19.87 － 12.00 0.15 － 直営

20 中田支団2分団1班ポンプ置場 中田町石森 2004 16 19.87 － 49.33 0.61 － 直営

21 中田支団2分団2班ポンプ置場 中田町石森 2005 15 19.87 － 9.00 0.11 － 直営

22 中田支団3分団1班ポンプ置場 中田町石森 2005 15 19.87 － 9.00 0.11 － 直営

23 中田支団2分団3班ポンプ置場 中田町石森 2005 15 19.87 － 14.33 0.18 － 直営

24 中田支団1分団1班ポンプ置場 中田町石森 1995 25 58.72 － 37.00 0.45 － 直営

25 中田支団8分団4班ポンプ置場 中田町上沼 1974 46 36.29 － 26.00 0.32 － 直営

26 中田支団8分団3班ポンプ置場 中田町上沼 2006 14 19.87 － 8.33 0.10 － 直営

27 中田支団9分団1班ポンプ置場 中田町上沼 2000 20 24.84 － 11.00 0.13 － 直営

28 中田支団9分団2班ポンプ置場 中田町上沼 2001 19 12.43 － 11.67 0.14 － 直営

29 中田支団8分団1班ポンプ置場 中田町上沼 2006 14 19.87 － 14.33 0.18 － 直営

30 中田支団8分団2班ポンプ置場 中田町上沼 2004 16 19.87 － 10.00 0.12 － 直営

31 中田支団7分団1班ポンプ置場 中田町上沼 2004 16 19.87 － 13.00 0.16 － 直営

32 中田支団9分団3班ポンプ置場 中田町上沼 2005 15 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

33 中田支団7分団3班ポンプ置場 中田町上沼 2005 15 19.87 － 8.33 0.10 － 直営

34 中田支団7分団2班ポンプ置場 中田町上沼 1996 24 59.09 － 59.67 0.73 － 直営

35 中田支団5分団3班ポンプ置場 中田町宝江黒沼 1997 23 12.43 － 5.67 0.07 － 直営

36 中田支団5分団1班ポンプ置場 中田町宝江黒沼 2003 17 19.87 － 9.00 0.11 － 直営

37 中田支団6分団2班ポンプ置場 中田町宝江新井田 2000 20 12.43 － 9.00 0.11 － 直営

38 中田支団4分団2班ポンプ置場 中田町宝江新井田 2004 16 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

39 中田支団4分団3班ポンプ置場 中田町宝江新井田 2005 15 19.87 － 13.00 0.16 － 直営

40 中田支団6分団1班ポンプ置場 中田町宝江新井田 2005 15 19.87 － 11.33 0.14 － 直営

41 中田支団4分団1班ポンプ置場 中田町宝江新井田 1992 28 57.96 － 46.33 0.57 － 直営

42 中田支団6分団3班ポンプ置場 中田町宝江新井田 2013 7 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

43 中田支団9分団3班ポンプ置場 中田町上沼 2014 6 19.87 － 8.00 0.10 － 直営

44 南方支団1分団1班ポンプ置場 南方町板倉 不明 － 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

45 登米支団1分団1班ポンプ置場 登米町大字日根牛 不明 － 41.40 － 19.00 0.23 － 直営

46 登米支団1分団2班ポンプ置場 登米町大字日根牛 不明 － 23.00 － 4.00 0.05 － 直営

47 登米支団2分団3班ポンプ置場 登米町寺池 不明 － 30.00 － 11.00 0.13 － 直営

48 登米支団3分団5班ポンプ置場 登米町寺池 不明 － 19.87 － 20.33 0.25 － 直営

49 登米支団4分団8班ポンプ置場 登米町寺池 不明 － 9.00 － 20.00 0.25 － 直営

50 登米支団2分団4班ポンプ置場 登米町寺池 不明 － 82.80 － 42.67 0.52 － 直営

51 登米支団4分団7班ポンプ置場 登米町寺池 不明 － 33.12 － 61.33 0.75 － 直営

52 旧登米支団3分団6班ポンプ置場 登米町小島 不明 － 23.00 － 9.00 0.11 － 直営

53 米山支団1分団2班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 23.38 － 11.00 0.13 － 直営

54 米山支団2分団2班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 23.38 － 8.00 0.10 － 直営

55 米山支団3分団1班ポンプ置場 米山町善王寺 不明 － 23.38 － 8.33 0.10 － 直営

56 米山支団3分団3班ポンプ置場 米山町 不明 － 23.19 － 12.33 0.15 － 直営

57 米山支団3分団2班ポンプ置場 米山町善王寺 不明 － 19.60 － 9.33 0.11 － 直営

58 米山支団1分団1班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 28.70 － 7.00 0.09 － 直営

59 米山支団2分団3班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 23.18 － 7.00 0.09 － 直営

60 米山支団5分団2･3班ポンプ置場 米山町西野 不明 － 51.88 － 6.33 0.08 － 直営

61 米山支団4分団1班ポンプ置場 米山町西野 不明 － 23.19 － 7.00 0.09 － 直営

62 米山支団5分団1班ポンプ置場 米山町西野 不明 － 18.63 － 15.00 0.18 － 直営

63 米山支団4分団4班ポンプ置場 米山町西野 不明 － 23.38 － 8.00 0.10 － 直営

64 米山支団5分団4班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 23.19 － 10.33 0.13 － 直営

65 米山支団4分団2・3班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 26.08 － 22.00 0.27 － 直営

管理形態
公費負担額（H26～H28の３カ年平均）利用者数（人）

（H26～H28の
３カ年平均）

経過年
数（年）

№ 施設名 所在地
建築年
（年）

延床面
積（㎡）



 

登米市公共施設等総合管理計画個別計画                       

        

 

5 

 

 

総額（千円）
市民一人
当たり（円）

利用者一人
当たり（円）

66 米山支団7分団2班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 29.12 － 8.00 0.10 － 直営

67 米山支団6分団1班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 23.38 － 7.00 0.09 － 直営

68 米山支団6分団3班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 87.21 － 9.00 0.11 － 直営

69 米山支団8分団3班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 23.19 － 7.67 0.09 － 直営

70 米山支団8分団2班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 24.90 － 4.67 0.06 － 直営

71 米山支団7分団1班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 23.38 － 10.33 0.13 － 直営

72 米山支団8分団1班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 26.08 － 9.00 0.11 － 直営

73 米山支団6分団2班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 26.08 － 27.67 0.34 － 直営

74 米山支団9分団3班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 23.19 － 7.00 0.09 － 直営

75 石越支団1分団詰所 石越町北郷 不明 － 24.30 － 12.33 0.15 － 直営

76 石越支団1分団2班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 24.67 0.30 － 直営

77 石越支団1分団3班ポンプ置場 石越町東郷 不明 － 9.94 － 24.33 0.30 － 直営

78 石越支団2分団1班ポンプ置場 石越町東郷 不明 － 18.00 － 29.67 0.36 － 直営

79 石越支団2分団2班ポンプ置場 石越町東郷 不明 － 9.72 － 23.33 0.29 － 直営

80 石越支団2分団3班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 9.00 0.11 － 直営

81 石越支団3分団3班ポンプ置場 石越町南郷 不明 － 19.87 － 21.00 0.26 － 直営

82 石越支団3分団4班ポンプ置場 石越町南郷 不明 － 9.92 － 26.33 0.32 － 直営

83 石越支団3分団5班ポンプ置場 石越町南郷 不明 － 9.92 － 27.67 0.34 － 直営

84 石越支団1分団ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 44.71 － 12.33 0.15 － 直営

85 石越支団1分団1班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 26.67 0.33 － 直営

86 石越支団3分団詰所兼1班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 49.58 － 30.33 0.37 － 直営

87 石越支団3分団2班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 24.67 0.30 － 直営

88 石越支団4分団詰所兼1班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 29.74 － 27.33 0.34 － 直営

89 石越支団4分団2班ポンプ置場 石越町北郷 2017 3 19.87 － 24.67 0.30 － 直営

90 石越支団4分団3班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 27.67 0.34 － 直営

91 石越支団4分団4班ポンプ置場 石越町北郷 不明 － 9.92 － 24.33 0.30 － 直営

92 東和支団1分団1班ポンプ置場 東和町米谷 不明 － 115.00 － 85.67 1.05 － 直営

93 東和支団6分団2･3班ポンプ置場 東和町米川 不明 － 88.00 － 63.67 0.78 － 直営

94 東和支団8分団2班ポンプ置場 東和町米川 1999 21 19.87 － 170.67 2.09 － 直営

95 東和支団4分団3班ポンプ置場 東和町錦織 2000 20 99.00 － 96.33 1.18 － 直営

96 東和支団5分団3班ポンプ置場 東和町錦織 2000 20 33.00 － 17.00 0.21 － 直営

97 東和支団4分団1班ポンプ置場 東和町錦織 2001 19 19.00 － 3.00 0.04 － 直営

98 東和支団6分団1班ポンプ置場 東和町米川 2002 18 18.70 － 89.67 1.10 － 直営

99 東和支団3分団4班ポンプ置場 東和町米谷 2015 5 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

100 東和支団8分団3班ポンプ置場 東和町米川 不明 － 3.40 － 17.67 0.22 － 直営

101 東和支団5分団4班ポンプ置場 東和町錦織 不明 － 19.87 － 5.33 0.07 － 直営

102 東和支団7分団3班・4班ポンプ置場 東和町米川 1991 29 12.50 － 9.00 0.11 － 直営

103 東和支団7分団1班・2班ポンプ置場 東和町米川 1999 21 18.00 － 52.67 0.65 － 直営

104 東和支団8分団1班ポンプ置場 東和町米川 1999 21 18.00 － 87.33 1.07 － 直営

105 東和支団5分団1班・2班ポンプ置場 東和町錦織 2000 20 19.00 － 3.00 0.04 － 直営

106 東和支団2分団4班ポンプ置場 東和町米谷 2001 19 33.00 － 29.67 0.36 － 直営

107 迫支団10分団1班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 28.98 － 12.67 0.16 － 直営

108 迫支団9分団3班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 9.94 － 18.33 0.22 － 直営

109 迫支団8分団2班ポンプ置場 迫町新田 2013 7 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

110 迫支団5分団1班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 44.72 － 23.00 0.28 － 直営

111 迫支団11分団1班ポンプ置場 迫町新田 2019 1 33.12 － 15.00 0.18 － 直営

112 迫支団1分団1班ポンプ置場 迫町佐沼 不明 － 27.38 － 30.67 0.38 － 直営

113 迫支団2分団2班ポンプ置場 迫町佐沼 不明 － 9.94 － 18.00 0.22 － 直営

114 迫支団3分団2班ポンプ置場 迫町佐沼 不明 － 11.02 － 6.33 0.08 － 直営

115 迫支団3分団1班ポンプ置場 迫町佐沼 不明 － 19.87 － 28.67 0.35 － 直営

116 迫支団4分団1班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 28.03 － 30.67 0.38 － 直営

117 迫支団5分団2班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 9.93 － 3.00 0.04 － 直営

118 迫支団5分団3班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 9.94 － 26.67 0.33 － 直営

119 迫支団6分団1班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 19.84 － 28.67 0.35 － 直営

120 迫支団7分団3班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 10.64 － 8.00 0.10 － 直営

121 迫支団7分団1班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 33.12 － 13.67 0.17 － 直営

122 迫支団7分団2班ポンプ置場 迫町北方 不明 － 7.48 － 3.00 0.04 － 直営

123 迫支団8分団1班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 19.84 － 18.67 0.23 － 直営

124 迫支団9分団2班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 10.73 － 12.67 0.16 － 直営

125 迫支団9分団1班ポンプ置場 迫町新田 2017 3 26.08 － 20.00 0.25 － 直営

126 迫支団10分団2班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 9.93 － 12.00 0.15 － 直営

127 迫支団11分団2班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 9.00 － 38.67 0.47 － 直営

128 迫支団12分団2班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 6.82 － 28.00 0.34 － 直営

129 迫支団12分団1班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 34.78 － 42.33 0.52 － 直営

130 迫支団13分団2班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 10.64 － 29.67 0.36 － 直営

131 迫支団14分団1班ポンプ置場 迫町森 不明 － 21.28 － 47.33 0.58 － 直営

132 迫支団15分団2班ポンプ置場 迫町森 不明 － 7.79 － 10.00 0.12 － 直営

133 迫支団15分団1班ポンプ置場 迫町森 不明 － 19.87 － 30.67 0.38 － 直営

134 豊里支団1分団2班ポンプ置場 豊里町下古屋 1982 38 17.82 － 24.67 0.30 － 直営

管理形態
公費負担額（H26～H28の３カ年平均）利用者数（人）

（H26～H28の
３カ年平均）

経過年
数（年）

№ 施設名 所在地
建築年
（年）

延床面
積（㎡）
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総額（千円）
市民一人
当たり（円）

利用者一人
当たり（円）

135 豊里支団ポンプ置場 豊里町上町裏 2019 1 44.71 － 19.00 0.23 － 直営

136 豊里支団5分団2班ポンプ置場 豊里町久寿田 1982 38 18.15 － 24.67 0.30 － 直営

137 豊里支団2分団3班ポンプ置場 豊里町上屋浦 2015 5 19.87 － 19.00 0.23 － 直営

138 豊里支団3分団5班ポンプ置場 豊里町外五番江 1990 30 15.40 － 24.67 0.30 － 直営

139 豊里支団5分団1班ポンプ置場 豊里町中沼田 2000 20 20.25 － 23.00 0.28 － 直営

140 豊里支団6分団3班ポンプ置場 豊里町沢尻 2002 18 21.60 － 22.00 0.27 － 直営

141 豊里支団4分団3班ポンプ置場 豊里町内畑 2003 17 23.76 － 24.33 0.30 － 直営

142 豊里支団3分団4班ポンプ置場 豊里町上谷地 1978 42 18.15 － 20.67 0.25 － 直営

143 豊里支団6分団1班ポンプ置場 豊里町白鳥 不明 － 21.60 － 22.33 0.27 － 直営

144 豊里支団5分団4班ポンプ置場 豊里町大椚 1981 39 17.82 － 24.00 0.29 － 直営

145 豊里支団6分団2班ポンプ置場 豊里町迫 不明 － 9.94 － 24.00 0.29 － 直営

146 豊里支団1分団1班ポンプ置場 豊里町長根浦 2001 19 23.76 － 22.00 0.27 － 直営

147 豊里支団4分団1班･2班ポンプ置場 豊里町前田 2004 16 23.76 － 24.33 0.30 － 直営

148 豊里支団2分団4班ポンプ置場 豊里町新田町 2004 16 23.76 － 24.00 0.29 － 直営

149 津山支団1分団1班ポンプ置場 津山町横山 不明 － 43.07 － 176.00 2.16 － 直営

150 津山支団1分団2班詰所 津山町横山 不明 － 29.81 － 19.67 0.24 － 直営

151 津山支団2分団1班ポンプ置場 津山町横山 不明 － 75.35 － 39.00 0.48 － 直営

152 津山支団2分団2班ポンプ置場 津山町横山 不明 － 41.69 － 29.00 0.36 － 直営

153 津山支団3分団1班ポンプ置場 津山町横山 不明 － 36.43 － 26.00 0.32 － 直営

154 津山支団3分団2班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 45.45 － 41.33 0.51 － 直営

155 津山支団3分団3班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 41.69 － 36.00 0.44 － 直営

156 津山支団5分団1班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 49.68 － 26.00 0.32 － 直営

157 津山支団5分団2班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 55.78 － 26.00 0.32 － 直営

158 津山支団5分団3班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 41.69 － 34.33 0.42 － 直営

159 津山支団1分団2班ポンプ置場 津山町横山 2008 12 23.19 － 78.00 0.96 － 直営

160 津山支団4分団1班・2班ポンプ置場 津山町柳津 不明 － 98.54 － 50.33 0.62 － 直営

161 東和支団1分団2班ポンプ置場 東和町米谷 不明 － 21.30 － 3.00 0.04 － 直営

162 東和支団7分団詰所 東和町米川 不明 － 33.95 － 19.33 0.24 － 直営

163 豊里支団3分団2班・3班ポンプ置場 豊里町二ツ屋 不明 － 10.80 － 22.00 0.27 － 直営

164 豊里支団5分団3班ポンプ置場 豊里町鳥越 不明 － 16.80 － 23.00 0.28 － 直営

165 米山支団2分団1班ポンプ置場 米山町桜岡 不明 － 23.38 － 8.67 0.11 － 直営

166 米山支団9分団1班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 9.97 － 8.33 0.10 － 直営

167 米山支団9分団2班ポンプ置場 米山町中津山 不明 － 23.38 － 6.33 0.08 － 直営

168 旧南方支団3分団3班ポンプ置場 南方町新田 不明 － 9.99 － 2.00 0.02 － 直営

169 南方支団4分団1班ポンプ置場 南方町新高石浦 不明 － 46.80 － 13.33 0.16 － 直営

170 迫支団13分団1班ポンプ置場 迫町新田 不明 － 28.98 － 22.00 0.27 － 直営

171 南方支団1分団2班ポンプ置場 南方町沢田屋敷 不明 － 19.87 － 6.50 0.08 － 直営

172 南方支団1分団3班ポンプ置場 南方町青島屋敷 不明 － 19.87 － 85.67 1.05 － 直営

173 南方支団2分団1班ポンプ置場 南方町照井 不明 － 19.87 － 5.00 0.06 － 直営

174 南方支団2分団3班ポンプ置場 南方町鴻ノ木 不明 － 19.87 － 6.00 0.07 － 直営

175 南方支団3分団2班ポンプ置場 南方町細川 不明 － 11.34 － 3.00 0.04 － 直営

176 南方支団3分団3班ポンプ置場 南方町新田 不明 － 19.87 － 35.00 0.43 － 直営

177 南方支団3分団5班ポンプ置場 南方町本郷大嶽 不明 － 31.06 － 4.33 0.05 － 直営

178 旧南方支団4分団4班ポンプ置場 南方町西山成 不明 － 31.06 － 6.33 0.08 － 直営

179 南方支団4分団2班ポンプ置場 南方町下砥落 不明 － 30.71 － 19.00 0.23 － 直営

180 南方支団5分団1班ポンプ置場 南方町長根 不明 － 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

181 南方支団5分団2班ポンプ置場 南方町中須崎 不明 － 9.99 － 6.33 0.08 － 直営

182 南方支団5分団4班ポンプ置場 南方町実沢 不明 － 19.87 － 4.67 0.06 － 直営

183 南方支団6分団1班ポンプ置場 南方町堤田 不明 － 19.87 － 76.67 0.94 － 直営

184 南方支団6分団2班ポンプ置場 南方町太田 不明 － 19.87 － 3.00 0.04 － 直営

185 南方支団6分団3班ポンプ置場 南方町畑岡 不明 － 19.87 － 21.33 0.26 － 直営

186 南方支団7分団1班ポンプ置場 南方町中ノ口 不明 － 21.12 － 10.33 0.13 － 直営

187 南方支団7分団2班ポンプ置場 南方町沼崎前 不明 － 19.87 － 3.00 0.04 － 直営

188 南方支団7分団3班ポンプ置場 南方町三代前 不明 － 10.87 － 6.00 0.07 － 直営

189 豊里支団3分団1班ポンプ置場 南方町二ツ屋 2008 12 23.98 － 9.33 0.11 － 直営

190 登米支団3分団6班ポンプ置場 登米町小島 2010 10 26.08 － 22.33 0.27 － 直営

191 南方支団4分団5班ポンプ置場 南方町中高石 2011 9 19.87 － 22.00 0.27 － 直営

192 東和支団3分団1・2班ポンプ置場 東和町米谷 2011 9 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

193 迫支団4分団2班ポンプ置場 迫町北方 2012 8 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

194 南方支団2分団2班ポンプ置場 南方町新大村前 2012 8 19.87 － 26.00 0.32 － 直営

195 南方支団4分団3班ポンプ置場 南方町大袋浦 2012 8 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

196 南方支団3分団4班ポンプ置場 南方町梶沼 2012 8 19.87 － 7.33 0.09 － 直営

197 迫支団6分団2班ポンプ置場 迫町北方 2013 7 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

198 南方支団3分団1班ポンプ置場 南方町南大畑前 2014 6 19.87 － 7.00 0.09 － 直営

199 南方支団5分団3班ポンプ置場 南方町板ヶ沢 2014 6 19.87 － 35.00 0.43 － 直営

200 迫支団第２分団１班ポンプ置場 迫町佐沼 不明 － 33.12 － 10.33 0.13 － 直営

201 東和支団３分団３班ポンプ置場 東和町米谷 不明 － 9.60 － 10.33 0.13 － 直営

202 東和支団４分団２班ポンプ置場 東和町錦織 2007 13 19.87 － 10.33 0.13 － 直営

203 旧石越支団1分団自動車班ポンプ置場 石越町 不明 － 33.06 － 12.33 0.15 － 直営

204 旧迫支団９分団１班ポンプ置場 迫町 不明 － 19.87 － 20.00 0.25 － 直営

平均 15.96 324.71 2172.13

管理形態
公費負担額（H26～H28の３カ年平均）利用者数（人）

（H26～H28の
３カ年平均）

経過年
数（年）

№ 施設名 所在地
建築年
（年）

延床面
積（㎡）
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３－２ 配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管理に関する基本的な考え方 

消防施設は、市民の安全・安心に不可欠な施設であり、防災拠点施設としての機能と消

防力の維持・充実強化を図る必要があることから、計画的な点検や改修等を行い、老朽化

対策を進め維持管理に努める。また、老朽化により建替えが必要となった建物については、

消防力の維持・充実強化を図りながら計画的に整備を進める。 

 

 

５ 施設評価 

※消防施設及び消防ポンプ施設は市に必須の施設であり、また配置についても現状で

適正であることから、施設の評価は実施しない。 
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６ 個別施設の今後の方向性及びロードマップ 

 

 

 ６－１ 今後の方向性 

 

施設の方向性について

方向性 説明
現状維持 現状のまま維持（建替え及び大規模改修含む）
多機能化 分類の違う別の目的の施設の機能を取入れる
集約化 同じ目的の複数の施設を１つに集約

多種見直し 運営方法・使用料等の見直し
広域化 市の公共施設を他自治体等と共有し、他自治体等をコスト分担

規模縮小 規模縮小し建替えする
民間譲渡 民間業者等に売却

転用 施設機能を廃止し他用途へ転用
地域移管 利用者が地域に限定されている場合、地域へ移管
機能移転 機能を移転させ施設は除却

除却 施設を除却し機能も廃止

内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

消防署東出張所

消防出張所整備計画に基づき平成26年に整備を行った災害
時における地域の防災拠点であり、更には登米市の中核出
張所として位置づけられている施設であることから現状を
維持することとする。

現状維持 － －

消防署東出張所
消防署東出張所の危険物屋内貯蔵所として災害時における
燃料等を備蓄するための施設であることから現状を維持す
ることとする。

現状維持 － －

消防署北出張所
平成18年に整備し、災害時における地域の防災拠点の施設
であることから現状を維持することとする。

現状維持 － －

消防署北出張所
高規格救急車の配備に伴い、救急消毒室、仮眠室等を増
設、北出張所に付随する施設であるため現状を維持するこ
ととする。

現状維持 － －

3 消防署津山出張所
消防出張所整備計画に基づき平成27年に整備を行った。災
害時における地域の防災拠点の施設であることから現状を
維持することとする。平成27年に更新済。

現状維持 － －

登米市消防防災センター
市民の生命・財産を守る登米市の防災拠点であるため現状
維持とする。

現状維持 － －

登米市消防防災センター
災害の発生に備え消防吏員が日々訓練を行う施設であるた
め現状維持とする。

現状維持 － －

登米市消防防災センター
災害の発生に備え消防吏員が日々訓練を行う施設でるため
現状維持とする。

現状維持 － －

登米市消防防災センター
災害の発生に備え消防吏員が日々訓練を行う施設でるため
現状維持とする。

現状維持 － －

5 消防署西出張所
消防出張所整備計画に基づき平成24年に整備を行った災害
時における地域の防災拠点の施設であることから現状を維
持することとする。

現状維持 － －

6 消防署南出張所

消防出張所整備計画に基づき平成25年に整備を行った災害
時における地域の防災拠点であり、更には登米市の中核出
張所として位置づけられている施設であることから現状を
維持することとする。

現状維持 － －

7 中田支団10分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

R2 7,390

8 中田支団11分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 940

9 中田支団11分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

10 中田支団12分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

11 中田支団12分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

12 中田支団11分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

13 中田支団10分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

計画内容

№ 施設名

1

2

4

施設の状況
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内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

14 中田支団10分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

15 中田支団3分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,045

16 中田支団2分団1班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設。同分団同班と統合し、施設は除去
する。

除却 第2期（R3-R7） 200

17 中田支団2分団2班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設。同分団同班と統合し、施設は除去
する。

除却 第2期（R3-R7） 300

18 中田支団3分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,045

19 中田支団1分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

20 中田支団2分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

21 中田支団2分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

22 中田支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

23 中田支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

24 中田支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,155

25 中田支団8分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第4期（R13-R17） 5,875

26 中田支団8分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

27 中田支団9分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

28 中田支団9分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 940

29 中田支団8分団1班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

30 中田支団8分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

31 中田支団7分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

32 中田支団9分団3班ポンプ置場 同一班に施設が複数（２施設）あるため除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

33 中田支団7分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

34 中田支団7分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,155

35 中田支団5分団3班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

36 中田支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,045

37 中田支団6分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

38 中田支団4分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

39 中田支団4分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

40 中田支団6分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

41 中田支団4分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,154

42 中田支団6分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

43 中田支団9分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

44 南方支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

45 登米支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,155

46 登米支団1分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

47 登米支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,100

48 登米支団3分団5班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

49 登米支団4分団8班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 7,390

50 登米支団2分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 989

51 登米支団4分団7班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,110

計画内容

№ 施設名

施設の状況
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内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

52 旧登米支団3分団6班ポンプ置場
元消防団車両格納施設であったが、現在は使用していない
ため、施設は除去する。

除却 第4期（R13-R17） 300

53 米山支団1分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

54 米山支団2分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

55 米山支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

56 米山支団3分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

57 米山支団3分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

58 米山支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

59 米山支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

60 米山支団5分団2･3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 7,390

61 米山支団4分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

62 米山支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

63 米山支団4分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

64 米山支団5分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

65 米山支団4分団2･3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 3,494

66 米山支団7分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

67 米山支団6分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

68 米山支団6分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

69 米山支団8分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

70 米山支団8分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

71 米山支団7分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

72 米山支団8分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 4,508

73 米山支団6分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 3,493

74 米山支団9分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

75 石越支団1分団詰所 消防団詰所であり、今後も現状を維持することとする。 現状維持 － －

76 石越支団1分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

77 石越支団1分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 970

78 石越支団2分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

79 石越支団2分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

80 石越支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第3期（R8-R12） 4,375

81 石越支団3分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,045

82 石越支団3分団4班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

83 石越支団3分団5班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

84
石越支団1分団自動車班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 9,916

85 石越支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

86
石越支団3分団詰所兼1班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,155

87 石越支団3分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

R2 4,375

88
石越支団4分団詰所兼1班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

89 石越支団4分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 3,700

計画内容

№ 施設名

施設の状況
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内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

90 石越支団4分団3班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

91 石越支団4分団4班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第2期（R3-R7） 200

92 東和支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,650

93 東和支団6分団2･3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,650

94 東和支団8分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

95 東和支団4分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,650

96 東和支団5分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

97 東和支団4分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

98 東和支団6分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

99 東和支団3分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

100 東和支団8分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

101 東和支団5分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

102
東和支団7分団3班・4班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

103
東和支団7分団1班・2班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

104 東和支団8分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

105
東和支団5分団1班・2班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

106
東和支団2分団３班・4班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

107 迫支団10分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,100

108 迫支団9分団3班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

109 迫支団8分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

110 迫支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,155

111 迫支団11分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 R1 7,390

112 迫支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 970

113 迫支団2分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 940

114 迫支団3分団2班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設。同分団同班と統合し、施設は除去
する。

除却 第2期（R3-R7） 200

115 迫支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,045

116 迫支団4分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,100

117 迫支団5分団2班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設であり、今後も現状を維持すること
とする。

現状維持 ー －

118 迫支団5分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 940

119 迫支団6分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,045

120 迫支団7分団3班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

121 迫支団7分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 7,390

122 迫支団7分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

123 迫支団8分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

124 迫支団9分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 940

125 迫支団9分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 4,508

126 迫支団10分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

127 迫支団11分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 940

計画内容

№ 施設名

施設の状況
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内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

128 迫支団12分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

129 迫支団12分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 970

130 迫支団13分団2班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設であり、今後も現状を維持すること
とする。

現状維持 ー －

131 迫支団14分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,045

132 迫支団15分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 ー －

133 迫支団15分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,045

134 豊里支団1分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 940

135 豊里支団ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

H31(R1) 9,916

136 豊里支団5分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第3期（R8-R12） 4,375

137 豊里支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
（建替え）

－ 3,483

138 豊里支団3分団5班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

139 豊里支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,100

140 豊里支団6分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

141 豊里支団4分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

142 豊里支団3分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第3期（R8-R12） 4,375

143 豊里支団6分団1班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

144 豊里支団5分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 827

145 豊里支団6分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 859

146 豊里支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,045

147 豊里支団4分団1班･2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

148 豊里支団2分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

149 津山支団1分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

150 津山支団1分団2班詰所
消防団詰所であるが、現在は１分団１班のポンプ置場の詰
所を使用していおり、今後使用しないことから除却する。

除却 第2期（R3-R7） 300

151 津山支団2分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,650

152 津山支団2分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,155

153 津山支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,155

154 津山支団3分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,155

155 津山支団3分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,155

156 津山支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,155

157 津山支団5分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

158 津山支団5分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 989

159 津山支団1分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

160
津山支団4分団1班・2班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,650

161 東和支団1分団2班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

162 東和支団7分団詰所 消防団詰所であり、今後も現状を維持することとする。 現状維持 － －

163
豊里支団3分団2班・3班ポンプ置
場

消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,040

164 豊里支団5分団3班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第4期（R13-R17） 200

165 米山支団2分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第4期（R13-R17） 1,045

計画内容

№ 施設名

施設の状況
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内　容 方向性 実施（予定）時期
対策費用

〔単位：千円〕

166 米山支団9分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

167 米山支団9分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第4期（R13-R17） 4,375

168 旧南方支団3分団3班ポンプ置場
元消防団車両格納施設であったが、現在は使用しておら
ず、施設は除去する。

除却 第4期(R13-R17) 400

169 南方支団4分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

170 迫支団13分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,100

171 南方支団1分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

172 南方支団1分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 3,483

173 南方支団2分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

174 南方支団2分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

175 南方支団3分団2班ポンプ置場
手引きポンプ格納施設。近隣班と統合し、施設は除去す
る。

除却 第2期（R3-R7） 300

176 南方支団3分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

177 南方支団3分団5班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第3期（R8-R12） 1,100

178 旧南方支団4分団4班ポンプ置場
元消防団車両格納施設であったが、現在は使用しておらず
除去する。

除却 第4期（R13-R17） 500

179 南方支団4分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

180 南方支団5分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

181 南方支団5分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

第2期（R3-R7） 4,375

182 南方支団5分団4班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

183 南方支団6分団1班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

184 南方支団6分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(大規模改修)

第2期（R3-R7） 1,045

185 南方支団6分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 3,483

186 南方支団7分団1班ポンプ置場 近隣班と統合し、施設は除去する。 除却 第3期（R8-R12） 200

187 南方支団7分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

188 南方支団7分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持
(建替え)

R2 4,375

189 豊里支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

190 登米支団3分団6班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

191 南方支団4分団5班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

192 東和支団3分団1・2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

193 迫支団4分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

194 南方支団2分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

195 南方支団4分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

196 南方支団3分団4班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

197 迫支団6分団2班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

198 南方支団3分団1班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － －

199 南方支団5分団3班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － 2,528

200 迫支団第２分団１班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － ー

201 東和支団３分団３班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持 － ー

202 東和支団４分団２班ポンプ置場
消防団車両格納施設であり、今後も現状を維持することと
する。

現状維持

203 旧石越支団1分団自動車班ポンプ置場
元消防団車両格納施設であったが、現在は使用していないため、施
設は除去する。

除却 R2 470

204 旧迫支団９分団１班ポンプ置場
元消防団車両格納施設であったが、現在は使用していないため、施
設は除去する。

除却 第4期（R13-R17） 300

計画内容

№ 施設名

施設の状況
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7,390
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19.87
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19.88 大規模改修

1,045
9.91 除却

200
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19.87 大規模改修
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19.87

19.87

19.87

19.87

19.87
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200
19.87
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200
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200

1
消防署東出張所

消防署東出張所

2
消防署北出張所

消防署北出張所

7 中田支団10分団2班ポンプ置場

11 中田支団12分団1班ポンプ置場

12 中田支団11分団2班ポンプ置場

13 中田支団10分団1班ポンプ置場

8 中田支団11分団3班ポンプ置場

9 中田支団11分団1班ポンプ置場

10 中田支団12分団2班ポンプ置場

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

5 消防署西出張所

6 消防署南出張所

3 消防署津山出張所

4

登米市消防防災センター

登米市消防防災センター

登米市消防防災センター

登米市消防防災センター

17 中田支団2分団2班ポンプ置場

18 中田支団3分団3班ポンプ置場

19 中田支団1分団3班ポンプ置場

14 中田支団10分団3班ポンプ置場

15 中田支団3分団2班ポンプ置場

16 中田支団2分団1班ポンプ置場

23 中田支団2分団3班ポンプ置場

24 中田支団1分団1班ポンプ置場

25 中田支団8分団4班ポンプ置場

20 中田支団2分団1班ポンプ置場

21 中田支団2分団2班ポンプ置場

22 中田支団3分団1班ポンプ置場

29 中田支団8分団1班ポンプ置場

30 中田支団8分団2班ポンプ置場

26 中田支団8分団3班ポンプ置場

27 中田支団9分団1班ポンプ置場

28 中田支団9分団2班ポンプ置場

34 中田支団7分団2班ポンプ置場

35 中田支団5分団3班ポンプ置場

31 中田支団7分団1班ポンプ置場

32 中田支団9分団3班ポンプ置場

33 中田支団7分団3班ポンプ置場
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19.87 大規模改修

1,045
12.43 除却

200
19.87 除却

200
19.87

19.87

57.96 大規模改修

1,154
19.87

19.87

19.87

41.40 大規模改修

1,155
23.00 大規模改修

1,045
30.00 大規模改修

1,100
19.87 建替え

4,375
9.00 建替え

7,390
82.80 大規模改修

989
33.12 大規模改修

1,110
23.00 除却

300
23.38

23.38 大規模改修

1,045
23.38 大規模改修

1,045
23.19

19.60

28.70

23.18

51.88 建替え

7,390
23.19 大規模改修

1,045
18.63

23.38

23.19

26.08 建替え

3,494
29.12

23.38

87.21

23.19

24.90

23.38

26.08 建替え

4,508
26.08 建替え

3,493
23.19 大規模改修

1,045
24.30

9.92 除却

200

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

36 中田支団5分団1班ポンプ置場

40 中田支団6分団1班ポンプ置場

41 中田支団4分団1班ポンプ置場

42 中田支団6分団3班ポンプ置場

37 中田支団6分団2班ポンプ置場

38 中田支団4分団2班ポンプ置場

39 中田支団4分団3班ポンプ置場

46 登米支団1分団2班ポンプ置場

47 登米支団2分団3班ポンプ置場

48 登米支団3分団5班ポンプ置場

43 中田支団9分団3班ポンプ置場

44 南方支団1分団1班ポンプ置場

45 登米支団1分団1班ポンプ置場

52 旧登米支団3分団6班ポンプ置場

53 米山支団1分団2班ポンプ置場

49 登米支団4分団8班ポンプ置場

50 登米支団2分団4班ポンプ置場

51 登米支団4分団7班ポンプ置場

57 米山支団3分団2班ポンプ置場

58 米山支団1分団1班ポンプ置場

59 米山支団2分団3班ポンプ置場

54 米山支団2分団2班ポンプ置場

55 米山支団3分団1班ポンプ置場

56 米山支団3分団3班ポンプ置場

63 米山支団4分団4班ポンプ置場

64 米山支団5分団4班ポンプ置場

65 米山支団4分団2･3班ポンプ置場

60 米山支団5分団2･3班ポンプ置場

61 米山支団4分団1班ポンプ置場

62 米山支団5分団1班ポンプ置場

69 米山支団8分団3班ポンプ置場

70 米山支団8分団2班ポンプ置場

71 米山支団7分団1班ポンプ置場

66 米山支団7分団2ポンプ置場

67 米山支団6分団1班ポンプ置場

68 米山支団6分団3班ポンプ置場

75 石越支団1分団詰所

76 石越支団分1団2班ポンプ置場

72 米山支団8分団1班ポンプ置場

73 米山支団6分団2班ポンプ置場

74 米山支団9分団3班ポンプ置場
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9.94 大規模改修

970
18.00 大規模改修

1,045
9.72 除却

200
9.92 建替え

4,375
19.87 大規模改修

1,045
9.92 除却

200
9.92 建替え

4,375
44.71 建替え

9,916
9.92

49.58 大規模改修

1,155
9.92 建替え

4,375
29.74 建替え

4,375
19.87 建替え

3,700
9.92 除却

200
9.92 除却

200
115.00 大規模改修

1,650
88.00 大規模改修

1,650
19.87 大規模改修

1,045
99.00 大規模改修

1,650
33.00

19.00

18.70

19.87

13.30

19.87 建替え

4,375
12.50

18.00

18.00

19.00

33.00

28.98 大規模改修

1,100
9.94 除却

200
19.87

44.72 大規模改修

1,155
33.12 建替え

7,390
27.38 大規模改修

970
9.94 大規模改修

940
11.02 除却

200
19.87 大規模改修

1,045
28.03 大規模改修

1,100
9.93

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

77 石越支団1分団3班ポンプ置場

81 石越支団3分団3班ポンプ置場

82 石越支団3分団4班ポンプ置場

83 石越支団3分団5班ポンプ置場

78 石越支団2分団1班ポンプ置場

79 石越支団2分団2班ポンプ置場

80 石越支団2分団3班ポンプ置場

87 石越支団3分団2班ポンプ置場

88 石越支団4分団詰所兼1班ポンプ置場

89 石越支団4分団2班ポンプ置場

84 石越支団1分団自動車班ポンプ置場

85 石越支団1分団1班ポンプ置場

86 石越支団3分団詰所兼1班ポンプ置場

93 東和支団6分団2･3班ポンプ置場

94 東和支団8分団2班ポンプ置場

95 東和支団4分団3班ポンプ置場

90 石越支団4分団3班ポンプ置場

91 石越支団4分団4班ポンプ置場

92 東和支団1分団1班ポンプ置場

99 東和支団3分団4班ポンプ置場

100 東和支団8分団3班ポンプ置場

101 東和支団5分団4班ポンプ置場

96 東和支団5分団3班ポンプ置場

97 東和支団4分団1班ポンプ置場

98 東和支団6分団1班ポンプ置場

105 東和支団5分団1班・2班ポンプ置場

106 東和支団2分団3･4班ポンプ置場

107 迫支団10分団1班ポンプ置場

102 東和支団7分団3班・4班ポンプ置場

103 東和支団7分団1班・2班ポンプ置場

104 東和支団8分団1班ポンプ置場

111 迫支団11分団1班ポンプ置場

112 迫支団1分団1班ポンプ置場

113 迫支団2分団2班ポンプ置場

108 迫支団9分団3班ポンプ置場

109 迫支団8分団2班ポンプ置場

110 迫支団5分団1班ポンプ置場

117 迫支団5分団2班ポンプ置場

114 迫支団3分団2班ポンプ置場

115 迫支団3分団1班ポンプ置場

116 迫支団4分団1班ポンプ置場
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9.94 大規模改修

940
19.84 大規模改修

1,045
10.64 除却

200
33.12 建替え

7,390
12.24

19.84 大規模改修

1,045
10.73 大規模改修

940
26.08 建替え

4,508
9.93 除却

200
9.00 大規模改修

940
6.82 除却

200
34.78 大規模改修

970
10.64

21.28 大規模改修

1,045
7.79

19.87 大規模改修

1,045
17.82 大規模改修

940
44.71 建替え

9,916
18.15 建替え

4,375
19.87 建替え

3,483
15.40 除却

200
20.25 大規模改修

1,100
21.60

23.76

18.15 建替え

4,375
21.60 除却

200
17.82 大規模改修

827
9.94 大規模改修

859
23.76 大規模改修

1,045
23.76

23.76

43.07

29.81 除却

300
75.35 大規模改修

1,650
41.69 大規模改修

1,155
36.43 大規模改修

1,155
45.45 大規模改修

1,155
41.69 大規模改修

1,155
49.68 大規模改修

1,155
55.78

41.69 大規模改修

989

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

118 迫支団5分団3班ポンプ置場

119 迫支団6分団1班ポンプ置場

123 迫支団8分団1班ポンプ置場

124 迫支団9分団2班ポンプ置場

125 迫支団9分団1班ポンプ置場

120 迫支団7分団3班ポンプ置場

121 迫支団7分団1班ポンプ置場

122 迫支団7分団2班ポンプ置場

129 迫支団12分団1班ポンプ置場

130 迫支団13分団2班ポンプ置場

131 迫支団14分団1班ポンプ置場

126 迫支団10分団2班ポンプ置場

127 迫支団11分団2班ポンプ置場

128 迫支団12分団2班ポンプ置場

135 豊里支団ポンプ置場

136 豊里支団5分団2班ポンプ置場

137 豊里支団2分団3班ポンプ置場

132 迫支団15分団2班ポンプ置場

133 迫支団15分団1班ポンプ置場

134 豊里支団1分団2班ポンプ置場

141 豊里支団4分団3班ポンプ置場

142 豊里支団3分団4班ポンプ置場

143 豊里支団6分団1班ポンプ置場

138 豊里支団3分団5班ポンプ置場

139 豊里支団5分団1班ポンプ置場

140 豊里支団6分団3班ポンプ置場

147 豊里支団4分団1班･2班ポンプ置場

148 豊里支団2分団4班ポンプ置場

149 津山支団1分団1班ポンプ置場

144 豊里支団5分団4班ポンプ置場

145 豊里支団6分団2班ポンプ置場

146 豊里支団1分団1班ポンプ置場

153 津山支団3分団1班ポンプ置場

154 津山支団3分団2班ポンプ置場

155 津山支団3分団3班ポンプ置場

150 津山支団1分団2班詰所

151 津山支団2分団1班ポンプ置場

152 津山支団2分団2班ポンプ置場

156 津山支団5分団1班ポンプ置場

157 津山支団5分団2班ポンプ置場

158 津山支団5分団3班ポンプ置場
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23.19

98.54 大規模改修

1,650
21.30 除却

200
33.95

10.80 大規模改修

1,040
16.80 除却

200
23.38 大規模改修

1,045
19.32

23.38 建替え

4,375
9.99 除却

400
46.80

28.98 大規模改修

1,100
19.87

19.87 建替え

3,483
19.87

19.87

11.34 除却

300
19.87

31.06 大規模改修

1,100
31.06 除却

500
30.71 建替え

4,375
19.87

9.99 建替え

4,375
19.87 除却

200
19.87 除却

200
19.87 大規模改修

1,045
19.87 建替え

3,483
21.12 除却

200
19.87

10.87 建替え

4,375
22.68

26.08

19.87

19.87

19.87

19.87

19.87

19.87

19.87

19.87

19.87 建替え

2,528

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

159 津山支団1分団2班ポンプ置場

160 津山支団4分団1班・2班ポンプ置場

161 東和支団1分団2班ポンプ置場

米山支団9分団1班ポンプ置場

167 米山支団9分団2班ポンプ置場

165 米山支団2分団1班ポンプ置場

166

162 東和支団7分団詰所

163 豊里支団3分団2班・3班ポンプ置場

164 豊里支団5分団3班ポンプ置場

171 南方支団1分団2班ポンプ置場

172 南方支団1分団3班ポンプ置場

173 南方支団2分団1班ポンプ置場

168 旧南方支団3分団3班ポンプ置場

169 南方支団4分団1班ポンプ置場

170 迫支団13分団1班ポンプ置場

176 南方支団3分団3班ポンプ置場

177 南方支団3分団5班ポンプ置場

178 旧南方支団4分団4班ポンプ置場

174 南方支団2分団3班ポンプ置場

175 南方支団3分団2班ポンプ置場

182 南方支団5分団4班ポンプ置場

183 南方支団6分団1班ポンプ置場

184 南方支団6分団2班ポンプ置場

179 南方支団4分団2班ポンプ置場

180 南方支団5分団1班ポンプ置場

181 南方支団5分団2班ポンプ置場

188 南方支団7分団3班ポンプ置場

189 豊里支団3分団1班ポンプ置場

190 登米支団3分団6班ポンプ置場

185 南方支団6分団3班ポンプ置場

186 南方支団7分団1班ポンプ置場

187 南方支団7分団2班ポンプ置場

195 南方支団4分団3班ポンプ置場

196 南方支団3分団4班ポンプ置場

191 南方支団4分団5班ポンプ置場

192 東和支団3分団1･2班ポンプ置場

193 迫支団4分団2班ポンプ置場

197 迫支団6分団2班ポンプ置場

198 南方支団3分団1班ポンプ置場

199 南方支団5分団3班ポンプ置場

194 南方支団2分団2班ポンプ置場
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７ 期待される効果等 

消防施設における登米市公共施設等総合管理計画策定時保有総延床面積は 11,584.41

㎡であり、個別計画の策定により令和 17年度保有総延床面積は 11,461.78㎡となる。

よって、122.63㎡の削減となり、その削減率は約 1.06％となる。   

  消防施設のうち、消防庁舎は、登米市の防災の観点から現在の配置は適正であると考

えられるが、消防団ポンプ置場は、団員の減少により運用できない施設もあることか

ら、班の統合などにより効率的な運用を図ることを検討する。また、今後計画的に修

繕・改修を行い、その機能に不備がないよう適切な管理に努めることとする。 

33.12

9.60

19.87

33.06 除却

470
19.87 除却

300

203 旧石越支団1分団自動車班ポンプ置場

204 旧迫支団９分団１班ポンプ置場

第4期

更新面積 H28(以前) H29 H30 H31(R1) R2 R3-R7 R8-R12 R13-R17
№ 施設名

施設面積 第1期 第2期 第3期

202 東和支団４分団２班ポンプ置場

200 迫支団第２分団１班ポンプ置場

201 東和支団３分団３班ポンプ置場


