
①現庁舎は海抜１ｍの場所にあり、東日本大震災では津波により庁舎周辺が冠水し、庁舎の一部も浸水しました。

②北海道の津波浸水予測最大１０ｍの区域にあり、大規模な津波で施設機能を失う恐れがあります。

③津波警報発令の度に消防車や救急車を高台に退避

④築後

⑤平成２６年度に実施した耐震診断の結果、耐震性を有していないことが判明しました。

⑥消防車両等消防力の拡充に伴い敷地及び庁舎が狭隘化しています。

⑦複雑多様化する災害に備えた訓練施設が必要です。

以上のことから、災害時の拠点施設としての安全性を確保するとともに、平常時も消防業務に

しっかりと対応していくために高台への移転改築が必要になりました。
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消防庁舎移転改築についてのお知らせ

 

移転改築が必要な理由

消防本部及び厚岸消防署の現庁舎は、東日本大震災の際に庁舎

れた津波浸水予測では、５ｍ

また、昨年行った耐震診断では、耐震基準を満たしていないことも明らかとなり、大規模な地震・津波が

発生した場合に、施設機能を失う恐れがあります。

このため、消防本部及び厚岸消防署では、現在地から安全な高台への移転改築に向けた取り組みを進めて

きたところですが、財源の確保や用地取得等に一定

東部消防組合の臨時議会に、今年度必要な予算を計上し、議決されました。

消防庁舎移転改築の経緯や今後の予定、移転後の対応などについてお知らせします。

移転改築事業の概要
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津波警報発令の度に消防車や救急車を高台に退避
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また、昨年行った耐震診断では、耐震基準を満たしていないことも明らかとなり、大規模な地震・津波が

このため、消防本部及び厚岸消防署では、現在地から安全な高台への移転改築に向けた取り組みを進めて

の目途が付いたことから、８月２５日に開催された釧路

新庁舎建

現在の庁舎

釧路東部消防組合消防本部・厚岸消防署 
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現在の庁舎位置 
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移転先の選定にあたっては、次の観点から湖南・湖北両地区において

適地を検討し、宮園２丁目の建設予定地が最も適していると

した。

新しい消防庁舎は、火災や救急はもちろん、地震・津波など、あらゆる

災害時に迅速かつ確実に対応できる防災拠点施設として建設します

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

Ｑ 建設予定地を選

Ａ 

Ｑ 新しい消防庁舎

Ａ 

Ｑ 具

Ａ 

移転先の選定にあたっては、次の観点から湖南・湖北両地区において

適地を検討し、宮園２丁目の建設予定地が最も適していると

した。 

①火災、救急等の消防

②消防庁舎

③地震・津波など自然災害による被害の危険が低い地理

④周辺道路が緊急自動車出動に支障がない道路である。

⑤『緊急防災・減災債

新しい消防庁舎は、火災や救急はもちろん、地震・津波など、あらゆる

災害時に迅速かつ確実に対応できる防災拠点施設として建設します

新しい庁舎は、次のような機能を備えた施設と

①複雑多様化する災害に対応するための訓練施設を設けます。

②情報化に対応した通信機器などを整備します。

③女性消防官の採用を

④厚岸町の災害対策本部機能を整えます。

⑤町民の一時避難場所を設けます。

⑥道内からの北海道広域消防相互応援協定に基づく応援隊や、全国から

緊急消防援助隊の受け入れ体制を整えます

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

建設予定地を選

新しい消防庁舎

具体的にどのような施設とするのか

移転先の選定にあたっては、次の観点から湖南・湖北両地区において

適地を検討し、宮園２丁目の建設予定地が最も適していると

①火災、救急等の消防

消防庁舎建設に必要

③地震・津波など自然災害による被害の危険が低い地理

④周辺道路が緊急自動車出動に支障がない道路である。

緊急防災・減災債

新しい消防庁舎は、火災や救急はもちろん、地震・津波など、あらゆる

災害時に迅速かつ確実に対応できる防災拠点施設として建設します

新しい庁舎は、次のような機能を備えた施設と

①複雑多様化する災害に対応するための訓練施設を設けます。
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③女性消防官の採用を

厚岸町の災害対策本部機能を整えます。

町民の一時避難場所を設けます。

⑥道内からの北海道広域消防相互応援協定に基づく応援隊や、全国から

消防援助隊の受け入れ体制を整えます

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

建設予定地を選んだ経緯は

新しい消防庁舎の基本的な考え方

どのような施設とするのか
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適地を検討し、宮園２丁目の建設予定地が最も適していると
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に必要な敷地面積が確保できる。
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④周辺道路が緊急自動車出動に支障がない道路である。

緊急防災・減災債』という国からの
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厚岸町の災害対策本部機能を整えます。
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⑥道内からの北海道広域消防相互応援協定に基づく応援隊や、全国から

消防援助隊の受け入れ体制を整えます

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします
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消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします
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消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

 

移転先の選定にあたっては、次の観点から湖南・湖北両地区において

適地を検討し、宮園２丁目の建設予定地が最も適していると判断

ある。 

③地震・津波など自然災害による被害の危険が低い地理的条件である。

④周辺道路が緊急自動車出動に支障がない道路である。 
有利な財源が活用できる。

新しい消防庁舎は、火災や救急はもちろん、地震・津波など、あらゆる

災害時に迅速かつ確実に対応できる防災拠点施設として建設します

ます。 

①複雑多様化する災害に対応するための訓練施設を設けます。 

⑥道内からの北海道広域消防相互応援協定に基づく応援隊や、全国から

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

移転先の選定にあたっては、次の観点から湖南・湖北両地区において

判断しま
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有利な財源が活用できる。 

新しい消防庁舎は、火災や救急はもちろん、地震・津波など、あらゆる

災害時に迅速かつ確実に対応できる防災拠点施設として建設します。 

 

⑥道内からの北海道広域消防相互応援協定に基づく応援隊や、全国からの

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

厚岸消防署が湖南地区から湖北地区へ移転することとなり、湖南地区について

は、その分到着が遅くなりますが、出動から５分以内で到着する

割合は

 湖南地区については、現庁舎にある

するほか、災害用として予備の救急車を配置したいと考えます。なお、大規模

災害等で厚岸大橋が通行不能となった場合には、消防活動も非常に困難な状況

想定されますが、

する職員と第１分団の団員で対応をしま

新消防庁舎建設に関し不明な点があり

ましたら厚岸消防署までお問い合わせ

下さい。

 

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

Ｑ 消防庁舎

Ａ 

Ｑ 第１分団はそのまま現庁舎を使用するのか

Ａ 消防庁舎とともに第１分団の車庫と詰所を移転して建て直すことは財政

に困難であり、当面、現庁舎を使用することとなりますが

できる限り早期に移転できるよう、引き続き検討してまいります。

厚岸消防署が湖南地区から湖北地区へ移転することとなり、湖南地区について

は、その分到着が遅くなりますが、出動から５分以内で到着する

割合は、現在の

湖南地区については、現庁舎にある

するほか、災害用として予備の救急車を配置したいと考えます。なお、大規模

災害等で厚岸大橋が通行不能となった場合には、消防活動も非常に困難な状況

想定されますが、

する職員と第１分団の団員で対応をしま

新消防庁舎建設に関し不明な点があり

ましたら厚岸消防署までお問い合わせ

下さい。 

厚岸消防署

電話

FAX

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

消防庁舎移転

第１分団はそのまま現庁舎を使用するのか

消防庁舎とともに第１分団の車庫と詰所を移転して建て直すことは財政

困難であり、当面、現庁舎を使用することとなりますが

できる限り早期に移転できるよう、引き続き検討してまいります。

厚岸消防署が湖南地区から湖北地区へ移転することとなり、湖南地区について

は、その分到着が遅くなりますが、出動から５分以内で到着する

、現在の 86.8％から

湖南地区については、現庁舎にある

するほか、災害用として予備の救急車を配置したいと考えます。なお、大規模

災害等で厚岸大橋が通行不能となった場合には、消防活動も非常に困難な状況

想定されますが、協定に基づく応援隊の応援等を要請するほか、

する職員と第１分団の団員で対応をしま

新消防庁舎建設に関し不明な点があり

ましたら厚岸消防署までお問い合わせ

お問い合わせ

厚岸消防署 総務係

電話 ５２－５１１１番

FAX ５２－４３３２番

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします

移転後の消防体制はどうなるのか

第１分団はそのまま現庁舎を使用するのか

消防庁舎とともに第１分団の車庫と詰所を移転して建て直すことは財政

困難であり、当面、現庁舎を使用することとなりますが

できる限り早期に移転できるよう、引き続き検討してまいります。

厚岸消防署が湖南地区から湖北地区へ移転することとなり、湖南地区について

は、その分到着が遅くなりますが、出動から５分以内で到着する

％から 88.5％に向上します。

湖南地区については、現庁舎にある第１分団の消防車両を２台から３台に増強

するほか、災害用として予備の救急車を配置したいと考えます。なお、大規模

災害等で厚岸大橋が通行不能となった場合には、消防活動も非常に困難な状況

協定に基づく応援隊の応援等を要請するほか、

する職員と第１分団の団員で対応をしま

新消防庁舎建設に関し不明な点があり
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は、その分到着が遅くなりますが、出動から５分以内で到着する
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第１分団の消防車両を２台から３台に増強

するほか、災害用として予備の救急車を配置したいと考えます。なお、大規模

災害等で厚岸大橋が通行不能となった場合には、消防活動も非常に困難な状況

協定に基づく応援隊の応援等を要請するほか、

する職員と第１分団の団員で対応をします。 

新消防庁舎建設に関し不明な点があり

ましたら厚岸消防署までお問い合わせ

 

 

消防庁舎の移転改築に関することについての疑問にお答えします
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消防庁舎とともに第１分団の車庫と詰所を移転して建て直すことは財政
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市街地人口の

第１分団の消防車両を２台から３台に増強
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消防庁舎とともに第１分団の車庫と詰所を移転して建て直すことは財政的
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