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組合設立４０周年を迎え 
 
 
 

尾三消防組合         
管理者 久野 知英      

 
 
 
 尾三消防組合は、愛知県下で４番目の組合消防として、昭和４６年１２月に

尾張の愛知郡東郷町、日進町（平成６年１０月市制施行）及び三河の西加茂郡

三好町（平成２２年１月市制施行）の３町で設立し、本年で４０周年を迎えま

す。 
 これもひとえに、構成市町をはじめ組合議会及び地域の皆様のご理解とご協

力の賜物と、心から感謝申し上げます。 
 尾三消防組合管内は、西は名古屋市、東は豊田市に隣接した豊かな生活環境

により、管内の人口は１８万人余と組合発足当初の３．１倍となる成長著しい

地域であります。幸い組合発足以来、大きな災害もなく発展をしてまいりまし

たが、近年相次いで発生する自然災害や地域社会の変化による災害形態は、複

雑・広域化の傾向にあります。 
 ４０周年の節目にあたり、これまでに積み上げた消防力を基に、直面する諸

課題を的確に捉えたきめ細かな消防行政を推進するため、専門的で高度な技

術・知識を有する職員の育成に全力を挙げて取り組んでまいります。 
 結びに、構成市町をはじめ組合議会及び地域住民の皆様方の今後一層のご理

解とご協力をお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 
  



 
 
 
 
 
 
 
４０周年を迎えるにあたり 
 
 
 
 
 
昭和４６年に組合を設立して以来、管内は極めて短期間のうちに急激な発展

を遂げてまいりました。その間、住民の安心・安全を確保するという消防の使

命を果たすべく、関係各位のご理解とご協力のもと、着実に消防力の充実に努

めてまいりました。 
 平成６年１０月に日進が市制を施行したことに伴い、それまでの日進分署を

日進消防署に昇格させ、また、平成１６年３月から日進消防署西出張所が運用

開始され、さらに地域に密着した消防体制を図りました。 
 組合設立４０周年という節目の年を迎え、引き続き時代のニーズと流れに沿

い、地域に根付いた消防行政が遂行できますことを祈念し、ごあいさつといた

します。 
 
 
 
 
 
 
 
組合設立４０周年に際し 
 
 
 
 
 
 本年１２月に組合設立４０周年を迎えます。その間の関係各位のご尽力に対

し、心から感謝を申し上げます。 
 平成１０年１２月、東郷町大字春木字桝池地内に待望の東郷分署が竣工し、 
住民の負託に応えてまいりました。 
さらには、平成１５年４月１日より３消防署体制に移行し、現在では消防防

災の拠点が１本部１特別消防隊３消防署２出張所となり、住民の期待に応えう

る消防施設の充実が図れたものと思います。 
 これからも、複雑・広域化する災害の変化に対応できる消防力の強化に努め、

管内住民の安心・安全の担い手となるようお誓いし、ごあいさつといたします。 

尾三消防組合 
副管理者 萩野幸三  

尾三消防組合 
副管理者 川 瀬 雅 喜 



 
 
 
 
 
 
 
４０周年を祝して 
 
 
 
 
 
 
 組合設立４０周年を迎えるにあたり、尾三消防組合議会を代表して、心から

お祝いを申し上げます。この間、関係各位におかれましては、住民の身体・生

命・財産保護のため献身的にご尽力を賜り、そのご苦労に対し心から感謝申し

上げます。 
 近年における社会経済の発展はめまぐるしく、尾三消防組合に対する住民の

期待は年々高まっており、その期待に応えるためにも、更なる消防施設の充実

を図っていただきたいと思います。 
 皆様におかれましては、その使命の重要性をご認識いただき、住民の皆様が

安心して生活できるようお願いするとともに、尾三消防組合のますますのご発

展を祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。 
 
 
 
 
 
 
消防年報記念号にあたって 
 
 
 
 
 
 
 尾三消防組合設立４０周年を迎えるにあたり、ここに記念号を製作できます

ことを、心から感謝申し上げます。 
昭和４６年１２月に組合設立以来、関係各位のご理解により消防力の充実強

化に努め、現在では職員数２０３名となり、愛知県下でも屈指の組織となりま

した。今後も、通信指令業務共同運用等に向けて準備を進めるなど、消防防災

体制の更なる充実強化に努めております。 
 結びに、かねてから東海地震、東南海地震、南海地震の発生が危惧されてい

る今日、消防の果たす役割はますます重要になってきております。今後も、よ

り「安心で安全な地域づくり」を目指し、職員が一丸となって努力することを

改めて決意するとともに、関係各位の一層のご指導とご協力を賜りますよう、

心からお願い申し上げます。 

尾三消防本部 
消防長 中根  力  

尾三消防組合議会 
議長 伊 藤 邦 洋 
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　　尾三消防組合の位置

-1-

至岐阜 　　　　　　Ｎ

　　　中央線
　至大阪

東名三好Ｉ．Ｃ．
名古屋Ｉ．Ｃ．新幹線

　至三重

愛 知 県

東名三好Ｉ．Ｃ．

豊田Ｉ．Ｃ．

名古屋Ｉ．Ｃ．

名鉄豊田線

新幹線

東海道本線

尾三消防組合管内

伊勢湾岸自動車道

豊田東JＣT

　　　　　至東京

　　　至静岡

愛 知 県

東名高速道路

東名三好Ｉ．Ｃ．

豊田Ｉ．Ｃ．

名古屋Ｉ．Ｃ．

名鉄豊田線

新幹線

東海道本線

尾三消防組合管内

伊勢湾岸自動車道

豊田東JＣT 愛 知 県

東名高速道路

東名三好Ｉ．Ｃ．

豊田Ｉ．Ｃ．

名古屋Ｉ．Ｃ．

名鉄豊田線

新幹線

東海道本線

尾三消防組合管内

伊勢湾岸自動車道

豊田東JＣT
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尾三消防組合の管内情勢

　　　　　長久手町

　　　　　　　　　　東
　　　　　　　　　　　　 名

　　高
                 名古屋市 　　　　　速

　　　　　　　 道
　　　             路

      名鉄豊田線

尾三消防組合

日 進 市 東 郷 町み よ し 市

東名三好Ｉ．Ｃ．

日
進
市
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　豊田市

　　　　　　市役所・役場

　　　　　　尾三消防本部

　　　　　　消防署
　　　　　　　　　豊明市

　　　　　　出張所

　　　　　　刈谷市

人口・世帯数・面積

　　　　　　　（平成23年4月1日現在）

日　進　市 み よ し 市 東　郷　町 計

人 口 （ 人 ） 82,701 58,216 41,851 182,768

世 帯 数 （ 世 帯 ） 32,294 21,592 15,641 69,527

面 積 （ ㎢ ） 34.9 32.11 18.03 85.04

日 進 市 東 郷 町み よ し 市

東名三好Ｉ．Ｃ．

み
よ
し
市

東
郷
町

日
進
市
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住 所 ：  愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙18番地
電 話 ：  0561(38)0119 
Ｆ Ａ Ｘ ：  0561(38)6962
庁 舎 ： 3200.60 ㎡
消 防 車 庫 ： 145.80 ㎡
油 庫 ： 12.40 ㎡

尾三消防本部

尾三消防組合の拠点

日進消防署

住 所 ：  愛知県日進市本郷町宮下3番地
電 話 ：  0561(73)0119 
Ｆ Ａ Ｘ ：  0561(74)0437
庁 舎 ： 1,719.46 ㎡
整 備 器 材 庫 ： 100.00 ㎡
油 庫 ： 12.20 ㎡

-3-



尾三消防組合の拠点

みよし消防署

住 所 ： 愛知県みよし市福谷町才戸５０番地 

電 話 ：  0561(36)0119 

Ｆ Ａ Ｘ ：  0561(36)0120

庁 舎 ： 1,406.10 ㎡

整 備 器 材 庫 ： 162.80 ㎡

　

東郷消防署

住 所 ：  愛知県愛知郡東郷町大字春木字桝池16番地

電 話 ：  0561(39)0119 

Ｆ Ａ Ｘ ：  0561(39)4162

庁 舎 ： 1,523.57 ㎡

整 備 器 材 庫 ： 130.20 ㎡
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日進消防署西出張所

住 所 ：  愛知県日進市浅田町西浦15番地

電 話 ：  052(809)0119 

Ｆ Ａ Ｘ ：  052(808)3028

庁 舎 ： 558.00 ㎡

　　　　

尾三消防組合の拠点

みよし消防署南出張所

住 所 ：  愛知県みよし市明知町西ノ口59番地の17

電 話 ：  0561(34)0119 

Ｆ Ａ Ｘ ：  0561(34)0462

庁 舎 ： 334.60 ㎡

倉 庫 ： 36.00 ㎡
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尾三消防組合のあゆみ

平成12年度～現在
平成12. 4. 1 職員採用7名

12. 21 消防二輪車（赤バイ）Ⅰ、Ⅱ型購入

12. 22 新通信指令施設運用開始

平成13. 1. 29 消防指令車更新（平成元年12月分更新）

3. 15 高規格救急車1台購入（４WDハイメディッ

-11-

3. 15 高規格救急車1台購入（４WDハイメディッ
ク、平成2年10月購入分更新）

3. 31 職員派遣解く2名

4. 1 職員採用6名　消防二輪車（赤バイ）運用開始

5. 1 救急車内画像伝送装置運用開始

10. 10 消防指令車購入（４DW）（平成元年11月
購入分更新）

12. 1 組合設立30周年記念式典実施

平成14. 1. 1 愛知県ドクターヘリ運用開始

2. 7 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）購入

3. 31 職員派遣解く1名　　職員退職1名

4. 1 職員採用5名

10. 31 消防用機材等運搬車1台購入

11. 20 高規格救急車1台購入（４WDハイメディッ
ク、平成3年6月購入分更新）

平成15. 3. 6 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）購入平成15. 3. 6 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）購入
（昭和59年10月購入分更新）

3. 31 職員退職1名

4. 1 尾三消防署を特別消防隊、三好分署を
三好消防署に、東郷分署を東郷消防署
とし1特別消防隊、3署制施行

12. 16 小型動力ポンプ付水槽車（Ⅱ型）購入
（昭和59年3月購入分更新）

平成16. 3. 2 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）購入

3. 2 高規格救急車1台購入（４WDハイメディック）3. 2 高規格救急車1台購入（４WDハイメディック）

3. 5 照明電源付救助工作車購入（昭和61年
12月購入分更新）

3. 26 日進消防署西出張所竣工

3. 31 職員退職3名
4. 1 職員採用8名

11. 9 防火広報車購入

平成17. 2. 24 30m級はしご車（先端屈折）購入

3. 11 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）2台
購入購入

3. 31 職員派遣解く2名　　職員退職1名

4. 1 職員採用8名（内女性２名）

平成17. 12. 12 尾三消防本部庁舎外構整備工事完了

12. 15 小型動力ポンプ付水槽車購入（昭和60年
12月購入分更新）

12. 20 尾三消防本部庁舎耐震補強工事完了
平成18. 3. 10 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－A型）

購入（昭和63年4月購入分更新）
3. 313. 31 職員派遣解く1名　　職員退職6名

4. 1 職員採用8名（内女性1名）

平成19. ２. １４ 小型動力ポンプ付水槽車購入（平成３年２
月購入分更新）

3. 31 職員派遣解く1名　　職員退職3名

4. 1 職員採用8名（内女性1名）

平成20. 2. 19 高規格救急車1台購入（４WDハイメディッ
ク）
（平成8年12月購入分更新）

1. 241. 24 30m級はしご車（水路管付先端屈折）購入

（昭和63年2月購入分更新）

3. 31 職員派遣解く3名　　職員退職1名

4. 1 職員採用4名

9. 17 指揮車購入（平成9年12月購入分更新）

10. 29 指令車購入（西、南出張所に配備）

11. 28 日進消防署庁舎改修工事完了
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尾三消防組合のあゆみ

平成21年～現在
平成21. 3. 3 指揮調査車購入（平成11年3月分更新）

3. 31 職員派遣解く2名　職員退職2名

4. １ 職員採用5名

12 10 高規格救急車1台購入（ハイメディック）

平成22.
1. 4

みよし市制に伴い三好消防署からみよし

-12-

平成22.
1. 4

みよし市制に伴い三好消防署からみよし
消防署へ名称変更

3. 24 みよし消防署庁舎改修工事完了

3. 31 職員派遣解く３名　職員退職３名　

4. １ 職員採用7名

８. ２７ 全国消防救助技術大会へ出場

平成23. 3. 11 東日本大震災発生
宮城県亘理郡亘理町へ職員派遣
（車両５台　隊員延べ40名）

3. 31 職員派遣解く2名　職員退職7名　3. 31 職員派遣解く2名　職員退職7名　

4. 1 職員採用7名

5. 23 救助資機材　全国共済農業協同組合連合

愛知県本部から寄贈される

-12-



歴代管理者

　みよし市

代 氏　　　　　　名 期　　　　　　　　　　　間

初代 加　藤　付　雄 昭和46年12月1日～昭和54年4月26日

２代 野々山　　  茂 昭和54年4月27日～昭和60年11月26日

３代 小野田　　金章 昭和60年12月8日～平成5年12月7日

４代 塚本　　三千雄 平成5年12月8日～平成13年12月7日

５代 久　野　知　英 平成13年12月8日～現在

歴代副管理者

　日進市

代 氏　　　　　　名 期　　　　　　　　　　　間

初代 石　川　　　勇 昭和46年12月1日～昭和62年7月24日

２代 山　田　一　麿 昭和62年7月25日～平成11年7月24日

３代 佐　護　　　彰 平成11年7月25日～平成19年7月24日

４代 萩　野　幸　三 平成19年7月25日～現在

　東郷町

代 氏　　　　　　名 期　　　　　　　　　　　間

初代 石　川　正　己 昭和51年4月  1日～昭和53年9月17日

２代 真　野　貞　行 昭和53年9月18日～平成2年9月17日

３代 武　藤　敏　夫 平成2年9月18日～平成10年9月17日

４代 石　川　伸　作 平成10年9月18日～平成18年9月17日

５代 川　瀬　雅　喜 平成18年9月18日～現在

歴代消防長

代 氏　名 期　　　　　　　　　　　間

初代 加　藤　付　雄 昭和47年4月 1日～昭和54年4月26日

２代 野々山　　　茂 昭和54年4月27日～昭和56年3月31日

３代 近　藤　　　清 昭和56年4月 1日～昭和62年3月31日

４代 岡　本　冨　男 昭和62年4月 1日～平成 2年3月31日

５代 小　塚　有　生 平成 2年4月 1日～平成 4年1月31日

６代 原　田　賢　治 平成 4年2月 1日～平成 8年3月31日

７代 鈴　木　博　恭 平成 8年4月 1日～平成10年3月31日

８代 小　嶋　　　実 平成10年4月 1日～平成12年3月31日

９代 蟹　江　鎌　一 平成12年4月 1日～平成13年3月31日

１０代 中　川　　　亘 平成13年4月 1日～平成15年3月31日

１１代 近　藤　武　義 平成15年4月 1日～平成16年3月31日

１２代 清　水　義　則 平成16年4月 1日～平成18年3月31日

１３代 近　藤　聖　二 平成18年4月 1日～平成19年3月31日

１４代 梅　村　保　男 平成19年4月 1日～平成21年3月31日

１５代 原　田　俊　明 平成21年4月 1日～平成23年3月31日

１６代 中　根　　　力 平成23年4月 １日～現在
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歴代組合議会議長・副議長

年　度 代 議　　長 代 副　議　長

昭和４６年度

昭和４７年度

昭和４８年度

昭和４９年度

昭和５０年度 ３代 野々山　　　茂

昭和５１年度 ４代 磯　村　正　臣

昭和５２年度 ５代 浅　井　辰　治

昭和５３年度 ６代 福　岡　　　進

昭和５４年度 ７代 牧　　　正　夫

昭和５５年度 ８代 福　岡　八　男

昭和５６年度 ９代 武　田　金　正

昭和５７年度 １０代 井　上　律　彦

昭和５８年度 １１代 小　池　満　一

昭和５９年度

昭和６０年度

昭和６１年度 １３代 福　岡　八　男

昭和６２年度 ６代 鈴　木　伸　明 １４代 山田　　芙美夫

昭和６３年度 ７代 水　野　元　夫 １５代 鈴　木　　　毅

平成元年度 ８代 鬼　頭　　　貢 １６代 市　川　秋　次

平成２年度 ９代 林　　　隆　徳 １７代 笠　井　　　知

平成３年度 １０代 山下　陽之助

平成４年度 １１代 塚　崎　義　輝

平成５年度 １２代 小　林　一　夫 １９代 出　原　　　登

平成６年度 １３代 久　野　知　英 ２０代 萩　野　兼　由

平成７年度 １４代 伊豆原　　鎰夫

平成８年度 １５代 三　浦　秀　夫

２代 野々山　　　茂

３代 杉　本　金　光

４代 加　藤　　　学

初代 石　川　正　己

初代 久　野　克　己

２代 野々山　　義之

武　田　道　夫

５代 鳥　居　鐐　一

小　池　　　務

福　岡　術　夫

１２代

１８代

２１代
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歴代組合議会議長・副議長

年　度 代 議　　長 代 副　議　長

平成９年度 １６代 久　野　康　男 ２２代 堀之内　　眞澄

平成１０年度 １７代 服　部　鉦　臣 ２３代 牧　　　達　男

平成１１年度 ２４代 山　本　三　義

平成１２年度

平成１３年度 １９代 近　藤　鋓　己

平成１４年度 ２０代 小　澤　英　世 ２６代 中　川　増　雄

平成１５年度 ２７代 小　池　貞　治

平成１６年度 ２８代 武　田　　　司

平成１７年度 ２９代 鈴　村　修　波

平成１９年度 ３１代 余　語　充　伸

平成２０年度 ３２代 高　木　弘　美

平成２１年度 ３３代 福　安　克　彦

平成２２年度 ３４代 余　語　充　伸

平成２３年度 ２５代 伊　藤　邦　洋 ３５代 福　岡　幹　雄

２４代

２５代

３０代

久　野　泰　弘

久　野　安　釥

加　藤　公　平

加　藤　康　之

１８代

福　岡　術　夫

山田　　芙美夫

２１代 野々山　　奉文

平成１８年度

２２代

２３代
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現有消防車

救急西1号車 救急日進1号車
高規格救急車（平成16年3月配備） 高規格救急車（平成14年11月配備）

救急みよし1号車 救急東郷1号車
高規格救急車（平成13年3月配備） 高規格救急車（平成21年12月配備）

救急南1号車 救急尾三1号車
高規格救急車（平成10年2月配備） 高規格救急車（平成20年2月配備）

救急尾三2号車 東郷2号車
高規格救急車（平成10年2月配備） 普通タンク車（平成18年3月配備）

日進1号車 みよし1号車

救助対応型タンク消防車（平成17年3月配備） 救助対応型タンク消防車（平成17年3月配備）
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現有消防車

西1号車 尾三42号車

救助対応型タンク消防車(平成16年3月配備) 救助対応型タンク消防車（平成15年3月配備）

東郷1号車 南1号車
救助対応型タンク消防車（平成14年2月配備） 救助対応型タンク消防車（平成12年１月配備）

日進2号車 みよし31号車
救助対応型タンク消防車（平成8年2月配備） 30ｍはしご車（平成17年2月配備）

日進31号車 東郷31号車
30ｍはしご車（平成11年1月配備） 35ｍはしご消防車（昭和63年2月配備）

みよし21号車 尾三21号車
化学消防車（平成7年1月配備） 化学消防車（平成4年2月配備）
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現有消防車

みよし11号車 日進11号車
小型動力ポンプ付水槽車（平成15年12月配備）小型動力ポンプ付水槽車（平成19年2月配備）

東郷11号車 尾三41号車
小型動力ポンプ付水槽車（平成17年12月配備）救助工作車（平成16年3月配備）

尾三71号車 尾三61号車
資機材搬送車（平成14年11月配備） 調査車（平成21年3月配備）

支援車（平成18年8月配備） みよし51号車

指令車（平成16年11月配備）

西51号車 南51号車
指令車（平成20年10月配備） 指令車（平成20年10月配備）
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現有消防車

日進51号車 東郷51号車
指令車（平成13年9月配備） 指令車（平成13年9月配備）

消防二輪車（Ⅰ型） 消防二輪車（Ⅱ型）
消火用赤バイ（平成12年12月配備） 救急用赤バイ（平成12年12月配備）

日進61号車 みよし61号車
予防査察車（平成19年1月配備） 予防査察車（平成16年11月配備）

尾三52号車 尾三62号車
消防連絡車（平成13年1月配備） 連絡車（平成16年11月配備）

東郷61号車 尾三51号車
予防査察車（平成17年11月配備） 指揮車（平成20年9月配備）
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事務連絡車

多目的車（平成18年10月配備） 連絡車（平成9年5月配備）

連絡車（平成18年11月配備） 連絡車（平成23年3月配備）
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