消防の沿革
事
項
年
月
明治23年 4月 鹿角郡内に消防組が創設される。
明治23年 5月 花輪町消防組創設される。（２部制で１２０名の組織）
明治26年以前 私立消防組である小坂鉱山消防隊創設される。
（明治４４年当時２部制で消防夫は３００名）
明治28年 9月 毛馬内消防組創設される。（２部制で８１名の組織）
明治42年 9月 小坂村消防組創設される。（２部制で９５名の組織）
昭和12年 4月 毛馬内消防組、消防ポンプ自動車（ダッヂブラザース）１台購入配備する。
鹿角市消防団第１２分団（旧毛馬内１分団）が記念保存。
昭和23年 7月 消防団令公布となる。警防団は改組し消防団となる。
昭和29年 7月 花輪町消防団常備部が設置される。
小坂町と七滝村が合併し、新小坂町が発足する。
昭和30年 4月 花輪町消防団常備部を廃止し、花輪町消防本部及び消防署が設置される。
小坂町消防団初代団長に小笠原省吾氏就任。
昭和34年 4月 小坂町消防団長に山内二郎氏就任。
昭和36年10月 花輪町消防庁舎を新築。（鹿角市消防団第１分団、旧花輪第１分団第２部
器具置き場）
昭和39年 4月 小坂町消防団に常備部が設置される。
昭和40年12月 花輪町消防署救急業務開始。
昭和45年 4月 十和田町消防団に常備部が設置される。
昭和46年 4月 小坂町消防団長に多田弘氏就任。
昭和47年 4月 花輪町、十和田町、尾去沢町、八幡平村の４箇町村が合併し鹿角市が誕生。
鹿角市消防本部及び消防署を設置し発足する。
鹿角市消防長事務取扱に鹿角市長阿部新氏就任。
暫定措置として、消防団組織を当分の間、「鹿角市連合消防団」として発
足する。
（４団、花輪、十和田、尾去沢、八幡平、３９箇分団、定員１，１３２名）
鹿角市連合消防団長に大里文雄氏就任。
小坂町消防団長に山崎文夫氏就任。
昭和48年 4月 鹿角市消防長に石木田芳郎氏就任。
昭和49年 5月 鹿角市花輪字高井田６４番地２に消防本部・署庁舎新築移転、業務開始。
昭和49年11月 ポンプ車１台（日本損害保険協会）が寄贈され、消防署に配備する。
昭和50年 5月 鹿角市十和田毛馬内字上陣場７４番地１に消防署十和田分署庁舎新築移転、
業務開始。
昭和50年 8月 第２８回全県消防大会を鹿角市で開催。
昭和50年 9月 鹿角市消防本部救助隊を設置する。
昭和50年12月 救急車（２Ｂ型）１台（秋田県農業共済組合）が寄贈され、十和田分署へ
配備する。
昭和51年 9月 救急車（２Ｂ型）１台（財団法人日本消防協会）が寄贈され、消防署へ配
備する。
秋田県総合防災訓練を鹿角市で開催。
昭和54年 9月 鹿角市連合消防団長に関富治氏就任。
鹿角市連合消防団（１７箇分団３９部制）が統合し、鹿角市消防団として
発足する。（消防団員定員１，１５０人）
昭和55年 2月 消防署八幡平分駐所（第７分団、旧八幡平第１分団第１部番屋、一部改築）
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を設置、職員（機関員）を派遣し、業務開始。
昭和56年 4月 鹿角市消防長に泉谷金悦氏就任。
昭和56年10月 救急車（２Ｂ型）１台（財団法人日本消防協会）が寄贈され、消防署へ配
備する。
昭和57年 4月 鹿角市消防長に奈良喜三郎氏就任。
昭和57年 9月 鹿角市少年婦人防火委員会発足。
昭和58年10月 東北自動車道鹿角八幡平ＩＣ開通。
盛岡地区広域行政事務組合と東北自動車道消防相互応援協定を締結。
昭和59年 1月 救助工作車を購入し、消防署に配備する。
昭和59年 5月 鹿角市消防長に山崎寛二氏就任。
昭和59年 7月 第３７回秋田県消防大会を鹿角市で開催。
昭和59年 9月 東北自動車道十和田ＩＣ開通。
昭和60年 2月 化学車を購入し、消防署に配備する。
昭和60年 5月 全国消防長会法制委員会を鹿角市で開催。
昭和60年 8月 秋田県総合防災訓練を鹿角市で開催。
昭和61年 1月 鹿角市・小坂町が救急に関する覚書締結。
昭和61年 5月 弘前地区消防事務組合・小坂町と東北自動車道消防相互応援協定を締結。
昭和61年 6月 東日本高速道路(株)（旧日本道路公団）と消防無線設備に関する確認書を
締結。
昭和61年 7月 東日本高速道路(株)（旧日本道路公団）と東北自動車道安代ＩＣ～碇ケ関
ＩＣの覚書を締結。東北自動車道の全線開通に先駆けて坂梨トンネルの総
合防災訓練を実施する。
昭和62年 6月 鹿角市消防団再編成計画策定される。
昭和62年 7月 東北自動車道全線開通後、弘前地区消防事務組合・小坂町と坂梨トンネル
夜間総合防災訓練を実施する。
昭和63年 2月 鹿角市緊急通報システム業務開始。（一人暮らし老人等世帯）
昭和63年 7月 鹿角市消防長に阿部貫雄氏就任。
昭和63年10月 第１１回全国消防操法大会に鹿角市消防団第１４分団（旧十和田錦木第１
分団第３部）が出場し、準優勝する。
平成元年 4月 鹿角市消防団員の定員、任免、報酬等に関する条例の改正により消防団員
の定員１，０３０人。
平成元年 9月 各防災関係機関及び医療機関による集団救急災害対策訓練を実施する。
財団法人全国消防協会東北地区支部予防広報講習を鹿角市で開催。
平成元年10月 鹿角市・小坂町の東北自動車道消防相互応援協定を締結。
鹿角市・小坂町の消防相互応援協定を締結。
平成 2年 4月 幼年消防クラブが結成、鹿角市幼少年婦人防火委員会となる。
鹿角市消防団第１分団（旧花輪第１分団）の部を統合し、４部から２部と
なる。（消防団再編成 １７分団３８部）
平成 2年10月 東北自動車道小坂ＩＣ開通。小坂町消防団常備部で救急業務を開始。
平成 3年 2月 救急車（２Ｂ型）４ＷＤ１台（秋田県経済連農業協同組合連合会）が寄贈
され、消防署へ配備する。
平成 3年 4月 鹿角市消防団員の定員、任免、報酬等に関する条例の改正により消防団員
の定員９３０人。
鹿角市消防長に杉澤誠志郎氏就任。
年

月
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平成 3年 9月 小型動力ポンプ付積載車１台（財団法人日本消防協会）が寄贈され、鹿角
市消防団第８分団（旧八幡平第２分団第２部、長牛）へ配備する。
平成 3年10月 平成３年度鹿角市総合防災訓練を花輪地区大町で実施する。
平成 4年 4月 鹿角市消防団員の定員、任免、報酬等に関する条例の改正により消防団員
の定員８９２人。
鹿角市消防長に阿部菊美氏就任。
平成 5年 1月 鹿角市消防出初式を花輪地区大町に会場を変更して開催。
平成 5年 7月 第４６回秋田県消防大会を鹿角市で開催。
平成 5年 8月 湯瀬温泉地区自主防災組織が八幡平湯瀬で総合防災訓練を実施する。
平成 6年 4月 鹿角市消防長に大里博志氏就任。
平成 6年 6月 鹿角市と小坂町との一部事務組合に消防・救急業務を加えた広域行政組合
が発足、鹿角広域行政組合消防本部として消防職員定数９８名で平成６年
６月１日より業務を開始する。
鹿角広域行政組合消防救助隊を設置する。
青森県十和田地区消防事務組合と消防応援協定を締結。
鹿角広域行政組合消防長に大里博志氏就任。
平成 6年 9月 秋田県総合防災訓練を鹿角市で開催。
平成 6年11月 小坂町総合防災訓練を実施。
平成 7年 4月 鹿角広域行政組合消防長に佐藤一彦氏就任。
平成 7年 6月 財団法人日本防火協会と財団法人自治総合センターから、視聴覚資機材を
搭載した『宝くじ号・防火広報車』１台寄贈され、消防署に配備する。
平成 7年 8月 平成７年度鹿角市総合防災訓練を十和田毛馬内地区で実施する。
平成 7年 9月 鹿角市消防団長に菅原徳弥氏就任。
平成 8年 1月 秋田県緊急消防援助隊発足。秋田県消火部隊・化学消火部隊として登録す
る。
平成 8年 8月 平成８年度鹿角市総合防災訓練を尾去沢地区で実施する。
平成 8年11月 救急車（２Ｂ型）４ＷＤ１台を購入し、十和田分署へ配備する。
平成 9年 3月 救急車（２Ｂ型）４ＷＤ１台（秋田県経済連農業協同組合連合会）が寄贈
され、消防署へ配備する。
平成 9年 4月 鹿角広域行政組合消防長に大里勲氏就任。
平成 9年11月 消防署通信指令台を更新する。
平成10年 3月 鹿角郡小坂町小坂字中前田６８番地１に消防署小坂分署新築移転し、業務
を開始する。
平成10年 8月 平成１０年度鹿角市総合防災訓練を八幡平地区で実施する。
平成10年12月 小坂町消防団長に多田勝一氏就任。
平成11年 4月 消防職員の勤務体制を２部制から３部制へ移行する。
高規格救急車を配置し、救急救命士が搭乗し運用を開始する。
鹿角市消防団第２分団（旧花輪２分団）が消防団再編成により分離し、１
部制から２部制に再編する。
平成11年 5月 地震災害対策訓練を実施する。
平成11年 8月 平成１１年度鹿角市総合防災訓練を大湯地区で実施する。（秋田県消防航
空隊参加）
平成12年 4月 鹿角広域行政組合消防長に児玉弘志氏就任。
平成12年 8月 平成１２年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練が秋田市新屋旧
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空港跡地で開催され、秋田県消火部隊として訓練参加する。
平成12年10月 小坂町総合防災訓練を実施する。
平成13年 3月 小坂町消防団長に本田隆爾氏就任。
平成13年10月 消防署十和田分署のポンプ車を水槽付消防ポンプ自動車（４ＷＤ）へ更新
配備する。
消防署小坂分署に高規格救急車を配備し運用を開始する。また、それまで
運用していた救急車（２Ｂ型）４ＷＤ１台を秋田県消防学校へ寄贈する。
平成14年 3月 秋田県緊急消防援助隊部隊に救助隊を追加登録する。
平成14年 7月 第５５回秋田県消防大会を鹿角市で開催予定であったが、大雨の為中止と
なる。
平成15年 2月 消防署の救助工作車を更新配備する。
平成15年 3月 財団法人日本消防協会より『消防団指揮広報車』を寄贈され、鹿角市消防
団本部へ配備する。
平成15年 4月 鹿角市消防団長に米沢将之助氏就任。
平成15年 8月 秋田県消防操法大会ポンプ車操法の部において、小坂町消防団第４分団万
谷班が優勝。
平成15年 9月 秋田県総合防災訓練を鹿角市で開催。
平成16年 4月 鹿角広域行政組合消防長に齊藤寛樹氏就任。
平成16年 6月 消防署広報車を更新配備する。
平成17年 1月 消防署ポンプ１号車を水槽付消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅱ）へ更新配備す
る。
平成17年 4月 鹿角市消防団十和田地区毛馬内、錦木、大湯の各分団を十和田第１分団か
ら第６分団へ名称を改訂する。
平成18年 4月 国道２８２号線錦木バイパス開通に伴い、火災・救急の出場区分の見直し
をする。
消防本部消防行財政改革により、消防署八幡平分駐所を消防署へ統合する。
「災害情報配信システム」によるメール配信サービスの運用を開始する。
平成19年 2月 消防署十和田分署の救急車（２Ｂ型）を高規格救急車（４ＷＤ）へ更新配
備する。
平成19年 4月 鹿角広域行政組合消防長に田中孝夫氏就任。
消防長の階級を消防組織法の基準に基づき改正。
鹿角市消防団長に栁澤誠氏就任。
消防団規則改正。鹿角市消防団名称を一連番号に変更。
（鹿角市消防団第１分団～第１７分団）
鹿角市消防団「市民を守る魅力ある消防団づくり」基本計画を策定。
秋田県初となる機能別団員の導入、協力事業所として３社が登録される。
鹿角市初の女性消防団員が誕生する。
平成19年 8月 消防署十和田分署に共動車両として、鹿角市消防団第１２分団第１部（旧
十和田第１分団第１部）の積載車を配備する。
平成19年10月 消防署の指令車を指揮車へ更新配備する。
平成20年 1月 消防署の救急２号車（２Ｂ型）を高規格救急車へ更新配備する。これによ
り、鹿角広域管内の救急車が全車両、高規格救急車になる。
消防署の化学車を災害対応特殊化学消防ポンプ自動車として更新配備する。
（圧縮空気泡消火装置：ＣＡＦＳ搭載型）
年

月
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平成20年 3月 鹿角市消防団が団員確保策として、機能別団員の導入、女性消防団員の誕
生などが評価され、消防庁長官表彰「消防団等地域活動表彰」を受賞。
「秋田県消防広域化推進計画」が策定され、鹿角市、小坂町は大館市、北
秋田市、上小阿仁村で構成されるブロックを提示され、連絡協議会が発足
する。
平成20年 4月 女性消防団員によるカラーガード隊発足。
平成20年 6月 平成２０年（２００８年）岩手・宮城内陸地震により、鹿角広域行政組合
消防本部初となる緊急消防援助隊（救助隊１隊、後方支援隊１隊）が宮城
県栗原市へ出動。現場活動に従事し、行方不明者１名を発見する。
平成20年 7月 第６６回鹿角支部消防訓練大会で鹿角市女性消防団員がカラーガード隊や
ポンプ車の機関員として揚水訓練を披露する。また、腕用ポンプでの揚水
を披露する。
岩手県沿岸北部を震源とする地震（７月２４日発生）により、緊急消防援
助隊（救助隊１隊、後方支援隊１隊）が岩手県へ出動。活動無し。
鹿角市消防団第１２分団第１部に、県内最古の消防車、通称「ダッヂ」の
展示スペースを設置。
平成20年 8月 消防署十和田分署の広報車を更新配備する。
平成20年12月 鹿角市女性消防団が地域づくりに貢献したことが評価され、秋田県鹿角地
域振興局長から「ふるさと鹿角・小坂いきいき地域づくり活動」特別賞を
受賞する。
平成21年 2月 鹿角市消防団機能別消防団の(株)柳沢建設が消防庁長官から「消防団等地
域活動表彰」を受賞する。
平成21年 4月 鹿角市消防団長に黒澤文男氏就任。
小坂町消防団長に成田俊昭氏就任。
平成21年 8月 消防署小坂分署の広報車を更新配備する。
鹿角市消防団略帽からアポロキャップへ更新する。
小坂町消防団車両未配備の班へ軽積載車を配備する。
（苦竹・余路米班を除く）
平成21年 9月 小坂町消防団員数を２０２人から１９０人に定員を改正。
平成21年11月 鹿角市消防団第２分団第１部（下川原）の器具置場を新築移転する。多目
的消防拠点施設として水防資材を備え、手引きポンプ、腕用ポンプを展示
する。
平成21年12月 鹿角市消防団救急救助支援隊発足。（第７分団、第１６分団）
平成22年 3月 携帯電話、ＩＰ電話の位置情報通知システムの運用を開始する。
平成22年 4月 鹿角広域行政組合消防長に奈良俊幸氏就任。
平成22年 9月 鹿角市消防団第２分団第２部（用野目）へ消防団救助機材搭載型車両を配
備する。
平成22年11月 小坂町で消防団協力事業所の表示証を交付する。（１事業所）
平成23年 1月 鹿角市で消防団協力事業所の表示証を交付する。(１０事業所)
平成23年 2月 消防署小坂分署のポンプ車を災害対応水槽付消防ポンプ自動車に更新配備
する。（圧縮空気泡消火装置：ＣＡＦＳ搭載型）
消防署小坂分署に共動車両として、小坂町消防団第１分団小坂班の積載車
を配備する。
平成23年 3月 平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）により
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緊急消防援助隊（救助隊１隊、消火隊１隊、救急隊１隊、後方支援隊１隊）
が岩手県宮古市田老地区及び、山田町へ出動。現場活動に従事する。
高規格救急車１台（全国共済農業協同組合連合会）が寄贈され、消防署へ
配備する。
平成23年 4月 鹿角広域行政組合消防長に沢田正氏就任。
平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）により
緊急消防援助隊（救急隊１隊、後方支援隊１隊）が宮城県本吉郡南三陸町
及び、登米市へ出動。現場活動に従事する。
平成23年 6月 小坂町消防団略帽からアポロキャップへ更新する。
平成24年 4月 小坂町消防団員数を１９０名から１７０名に定員を改正。
鹿角広域行政組合消防長に熊谷純二氏就任。
平成24年 8月 平成２４年度秋田県総合防災訓練が鹿角市を会場に開催される。
平成24年12月 消防署に資機材搬送車を新規導入する。
平成25年 3月 鹿角市消防団第７分団第２部（熊沢）に日本損害保険協会から軽積載車が
寄贈され車両更新する。
平成25年11月 大館市消防本部と秋田自動車道（大館北ＩＣ～小坂北ＩＣ）消防相互応援
協定、覚書を締結。
弘前地区消防事務組合消防本部と東北道消防相互応援協定書、覚書を改正
し締結。
平成26年 3月 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部と十和田八幡平地域における消防相互
応援協定書、覚書を改正し締結。
平成26年 4月 鹿角広域行政組合消防長に米田均氏就任。
鹿角市消防団員による防災指導員認定制度を導入する。
平成26年12月 財団法人日本消防協会より『防災活動車』を寄贈され、鹿角市消防団本部
へ配備する。
平成27年 3月 盛岡地区広域消防組合消防本部と消防相互応援協定書、覚書を締結する。
平成27年 3月 鹿角広域行政組合消防署南出張所竣工。
平成27年 7月 鹿角広域行政組合消防本部消防署新庁舎竣工。旧庁舎から移転
平成27年 7月 鹿角広域行政組合消防本部消防署及び南出張所 運用開始。（7月27日）
平成27年 8月 鹿角広域行政組合消防本部消防署新庁舎竣工式。（8月2日）
平成28年 4月 鹿角広域行政組合消防長に秋元英俊氏就任。
鹿角広域行政組合消防本部初の再任用制度を運用する。（１名）
鹿角市消防団長に児玉誠喜氏就任。
平成28年11月 消防署小坂分署の救急車を更新配備する。
一般財団法人日本消防協会より『災害活動車』を寄贈され、小坂町消防団
本部へ配備する。
財団法人全国消防協会東北地区支部予防広報講習を鹿角市で開催。
平成29年 2月 平成２８年度秋田県冬期防災訓練が鹿角市八幡平を会場に開催される。
平成29年 3月 鹿角市消防団第２分団第１部（下川原）の全自動積載車を更新する。
平成29年 4月 鹿角広域行政組合消防長に田中政幸氏就任。
平成29年12月 東北自動車道上り緊急流入路（花輪字中柴内地内）整備事業完了。
運用が開始される。
年

月
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