
「奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会」設置に関する協議書調印式

奈良市消防局・生駒市消防本部

                 資 料

     日時 平成２５年６月２８日（金）  １０時００分

     場所 奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市役所６階第一研修室



「奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会」設置に関する協議書調印式

予   定

１ 調印式次第（１０時００分～１０時１５分）

(1) 開会

(2) 経過説明

(3) 協議書調印

(4) 記念撮影

(5) あいさつ

   奈良市長  仲川 げん

   生駒市長  山下 真

(6) 閉会

2 市長記者会見（１０時１５分～１０時３０分）



    消防指令業務の共同運用に係る経過

平成１７年７月  総務省消防庁から「消防救急無線の広域化・共同化及び消防指令業務

の共同運用の推進について（平成１７年７月１５日消防消第１４１号消

防庁次長通知）」の通知

平成１８年６月 消防組織法の一部改正（市町村の消防広域化の推進）

平成１８年７月 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の告示

平成２１年４月   奈良県消防広域化協議会の設立

        

平成２４年２月   奈良県消防広域化協議会から脱会

平成２４年７月  奈良市と生駒市が消防指令業務の共同運用について調整を開始

平成２４年１１月 「奈良市・生駒市消防指令業務の共同運用基本計画」の策定

平成２４年１１月 「奈良市生駒市消防指令業務共同運用検討委員会」設置について両市

合同で記者会見を実施

平成２４年１２月 「奈良市生駒市消防指令業務共同運用検討委員会」の設置

平成２５年３月  「奈良市生駒市消防指令業務共同運用検討委員会報告書」の策定

平成２５年６月  「奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会に関する協議について」奈

良市及び生駒市の市議会の議決を経る。

平成２５年７月１日 「奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会」設置（予定）



奈良市・生駒市消防指令業務の共同運用の概要

１ 対象消防本部

  奈良市消防局及び生駒市消防本部

２ 対象消防本部の概要

                           平成２５年４月１日現在

項目 奈良市 生駒市 合計

面積（㎢） 276.84 53.18 330.02

人口（人） 366,429 121,031 487,460

世帯数 155,968 47,965 203,933

署

所

数

消防本部 １ 1 2

消防署 ５ 1 ６

分署・出張所 ６ 3 9

合計職員数（人） 397 137 534

職員数

内  訳

消防吏員（人） 397 137 534

事務吏員（人） 0 ０ 0

その他

の職員

再任用職員（人） 20 1 21

嘱託職員（人） 0 1 1

消防団
消防分団数（分団） 22 ５ 2７

消防団員数（人） 984 193 1,177

火災件数（件）
※H24 年中

113 33 146

救急件数（件）
※H24 年中

16,313 4,025 20,338

救助件数（件）
※H24 年中

134 44 178

着信件数（件）
※H24 年中

33,727 7,480 41,207

消防ポンプ車数（台） 18 7 25

化学消防ポンプ車数（台） 2 1 3

はしご車数（台） 4 1 5

救急車数（台） 16(4) 4(1) 20(5)

救助工作車数（台） 5 2 7

指揮車数（台） 9 1 10

その他の車両数（台） 31 6 37

防火対象物数 8,801 2,044 10,845

危険物施設数 525 112 637



3 共同運用の方式等

(1)  協議会方式（管理執行協議会）

地方公共団体の事務の一部を共同して管理執行するため、議会の議決を経た協議に

より規約を定めて設置。（地方自治法第２５２条の２）

管理執行協議会が関係地方公共団体の執行機関の名においてした事務の管理執行は、

それぞれ関係地方公共団体の執行機関がしたものとしての効力を有する。（同法第２５

２条の５）協議会は法人格をもたず、関係地方公共団体から派遣された職員がそれぞ

れ派遣元の地方公共団体の身分を有したまま、その事務を処理する。

(2)  協議会の設置時期 平成２５年７月１日

(3)  高機能消防指令センターを奈良市及び生駒市が共同で構築し、１１９番通報の受報

告及び出動指令等の消防指令業務を共同で行う。

(4)  高機能消防指令センターを奈良市八条５丁目４０４番地の１ 奈良市防災センター

３階に設置し消防指令業務を行う。平成２８年４月１日を予定

４ 共同運用による効果

(1)  財政上の効果

高機能消防指令センターの構築を２市が共同で行うことで、国の有利な財政措置を

受けることができ、施設整備に係る費用の大幅な削減が見込める。また、運用面にお

いても人件費、ランニングコスト等の経費削減を図ることができる。

(2)  大規模災害等への迅速な対応

大規模災害やＮＢＣ災害等の特殊災害に対し、他市の災害情報や推移等を覚知段階

からの把握が可能となり、応援部隊の出動等に迅速に対応できる。

５ 今後のスケジュール

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第２項に基づく奈良県知事

へ協議会設置の届け出（７月上旬）

(2)  高機能消防指令センター構築に伴う実施設計の策定（平成２５年度中）

(3)  平成２６年度から平成２７度にかけて高機能消防指令センターを構築

(4)  平成２８年４月１日、奈良市と生駒市による消防指令業務共同運用の開始



奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会設置に関する協議書

奈良市及び生駒市（以下「関係市」という。）は、共同して消防通信指令事務を管理し及

び執行するため、奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会（以下「協議会」という。）設置

に関する協議について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第３項に基

づき、関係市の議会において議決を経たので、同法第１項の規定に基づき別紙のとおり規約

を定め、協議会を置くものとする。

この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、関係市の長が署名押印の上、それぞれ

各自１通を保有する。

平成２５年６月２８日

                      奈良市長 仲川 元庸

                      生駒市長 山下 真



奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約

（協議会の目的）

第１条 この協議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、

複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設に

おいて行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

（協議会の名称）

第２条 協議会の名称は、奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会（以下「協議会」という。）とする。

（協議会を設ける市）

第３条 協議会は、奈良市及び生駒市(以下「関係市」という。)がこれを設ける。

（協議会の担任事務）

第４条 協議会は、関係市の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の

事務を管理し、及び執行する。

（協議会の事務所）

第５条 協議会の事務所は、奈良市八条五丁目４０４番地の１奈良市消防局内に置く。

（協議会の組織）

第６条 協議会は、会長、副会長及び委員１０人以内をもって組織する。

（会長及び副会長）

第７条 会長及び副会長は、関係市の長が協議により定めた関係市の消防長の職にある者をもって充て

る。

２ 会長及び副会長は、非常勤とする。

（委員）

第８条 委員は、関係市の消防職員のうちから、関係市の消防長が協議により定めた職にある者をもっ

て充てる。

２ 委員は、非常勤とする。

（会長の職務代理）

第９条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

（職員）

第１０条 協議会の担任する事務に従事する職員（以下「職員」という。）の定数及び当該定数の関係市

間の配分については、関係市の消防長が協議して定めるものとする。

２ 関係市の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選

任するものとする。

３ 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違

反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

（事務処理のための組織）

第１１条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、協議会の担任する事務を処理するた

めに必要な組織を設けることができる。

（会議）

第１２条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。



（会議の招集）

第１３条 会議は、会長がこれを招集する。

２ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び

委員に通知しなければならない。

（会議の運営）

第１４条 会議は、現に在任する委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

（関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行）

第１５条 協議会がその担任する事務を関係市の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合

においては、協議会は、当該事務に関する奈良市の条例、規則その他の規程（以下「条例等」という。）

を関係市の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執

行するものとする。

２ 奈良市は、条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ生駒市と協議しな

ければならない。

３ 奈良市長は、条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を生駒市長及び

会長に通知しなければならない。

（経費の支弁の方法）

第１６条 担任事務の管理及び執行に要する費用は、関係市が負担する。

２ 前項の規定により関係市が負担すべき額は、関係市の長が協議して定めるものとする。

３ 生駒市は、前項の規定による負担金を奈良市に納付しなければならない。

（財産の取得、管理及び処分の方法）

第１７条 担任事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれ取得し、又は処分するも

のとし、当該財産の管理は、協議会が行う。

２ 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する奈良市の条例等を関係市の

当該管理に関する条例等とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。この場

合においては、第１５条第２項及び第３項の規定を準用する。

（その他の財務に関する事項）

第１８条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定め

る普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

（協議会解散の場合の措置）

第１９条 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関係市が協議して定める。

（協議会の規程）

第２０条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議

会に関して必要な規程を設けることができる。

   附 則

この規約は、平成２５年７月１日から施行する。


