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この年報は、消防の諸資料を集録して今後の参考とするとともに、松戸市消 

 
防局の現況を紹介し、消防行政の実態をご理解いただくことを目的として編集 
 
いたしました。 
 
 
 諸表については、それぞれ図表に記しておりますが、火災・救急等の災害に 
 
関わるものについては暦年として、その他の事項については会計年度として集 
 
計し作成いたしました。 
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その他統計

火災原因（令和３年） 防火対象物（査察対象事業所） １１９番通報受付（令和３年）
放火・放火の疑い  24件
たばこ　　　　　　19件
こんろ　　　　　　15件

９，５４３件 ３３，３７４件

火災

 ４５９件（+61）火災 １１５件（+13） 救助救急

※（ ）内の数字はうち非常用

災害概況（令和３年）

救急 救助

消防車両 ２８(3)台 消防車 消火栓

２６，０９７件（＋1,329）

※( )内の数字は昨年比

救急車両 １６(4)台 積載車 防火水槽

特殊車両 ８台   その他

その他 ３３台   

車両（常備） 車両（非常備） 消防水利

松戸市消防局早見統計

面積 人口 世帯数 消防費予算(単位：千円)

６，１８１，６４１千円６１．３８㎢ ４９７，０８９人 ２４５，６０８世帯

組織・施設

定数　５０８人
実数　５０７人

９５人

　消防局　　　　　　　　１
　消防署　　　　　　　１０
　訓練センター　　　　　１
　消防団センター　　　４１

車両・水利

消防職員 救急救命士 消防団員・分団 署所



建　築
  企画・総務編 防火対象物の現況････････････････ 23・24

用途別建築同意事務処理状況･･････ 25・26
松戸市の位置と性格･･･････････････ 1 用途別消防用設備等設置状況･･････ 27・28

防火対象物使用開始届出状況･･････ 29・30
松戸市消防局の組織

消防機関の配置･････････････････2 危険物
松戸市消防局の組織概要図･･･････3 危険物施設の現況････････････････ 31・32
市勢の推移と管轄別情勢･････････4 危険物事務処理状況･･････････････ 33
消防力の整備指針と現有比･･･････4
消防庁舎の現況･････････････････5 松戸市危険物安全協会･･･････････････34
消防訓練センターの概要･････････6
消防予算･･･････････････････････7 松戸市防火・防災協会･･･････････････35
予算と人口・世帯数との比較･････7

松戸市幼少年女性防火委員会･････････35
消防職員

職員の定数と実数の推移･････････8
職員の採用・退職･･･････････････8　　　　　　　警防・情報通信・救急編
職員の配置状況･････････････････9
職員の勤続･････････････････････10 消防水利
職員の年齢･････････････････････11 消防水利の現況･･････････････････ 36
職員の休暇･････････････････････12 消火栓の使用状況････････････････ 37
職員の公務災害･････････････････12
職員の居住地･･･････････････････12 消防機械
職員の表彰･････････････････････13 消防車両の配置状況･･････････････ 38
職員の免許取得状況･････････････14 消防車両の性能･･････････････････ 39～44
職員の資格技能研修･････････････15 消防機械器具の配置･･････････････ 45～47
学校教養･･･････････････････････15
一般教育研修･･･････････････････16 救急資器材

救急資器材の配置････････････････ 48
消防音楽隊

消防音楽隊の活動状況･･･････････17 消防相互応援協定･･･････････････････49
楽器の保有状況･････････････････17

救急医療機関等
千葉県指定救急医療機関（告示）

予防編 及び松戸市待機病院･･････････････ 50

火災の予防 消防通信
市民指導・広報等･･･････････････18 消防通信施設の現況･･････････････ 51
自衛消防隊･････････････････････18 無線電話施設の現況･･････････････ 52
予防査察･･･････････････････19・20 １１９番通報受付状況････････････ 53
条例届出・設備等現況･･･････････21 加入電話・携帯電話別受付状況････ 53
防火管理等届出･････････････････21 １１９番通報月別受信状況････････ 53
防火対象物定期点検報告届出･････21 緊急通報装置による通報受信件数･･ 53
　　　〃　　　特例申請関係･････21 月別の出場指令状況･･････････････ 54
消防用設備等点検報告状況･･･････22 気象警報・注意報････････････････ 55

も く じ



救　助
　消防団編 令和３年中の救助活動の概要･･････ 80

事故発生場所別活動件数･･････････ 80
松戸市消防団の組織･･･････････････ 56

消防団消防センター等の現況････57・ 58 その他
災害出場状況････････････････････ 81

消防団員
消防団員の定数と実数･･･････････59
在団年数･･･････････････････････60    松戸市消防のあゆみ
団員の年齢･････････････････････60
団員の報酬・費用弁償･･･････････60 松戸市消防のあゆみ･･････････････ 82～92
消防団車両等の現況･････････61・62
団員の出場状況･････････････････63

 災害等の発生

火　災
令和３年中の火災の概要･････････64
１０年間の火災の推移･･･････････65
月別・曜日別の火災発生状況･････66
時間別の火災発生状況･･･････････67
火災の原因別件数･･･････････････68
覚知別状況･････････････････････68
死者の生じた火災･･･････････････68
損害額1,000万円以上の火災･･････69
初期消火の状況･････････････････69
用途別損害額･･･････････････････70
ガス事故の発生及び被害状況･････71

救　急
令和３年中の救急活動の概要･･････ 72
年別・月別の救急出場状況･･･････73
署別救急出場状況･･･････････････74
時間別・曜日別救急出場状況･････75
救急隊の行った応急処置件数･････76
署別救急活動状況･･･････････････77
事故種別傷病程度･･･････････････78
転送回数別搬送人員･････････････78
救急応援出場･･･････････････････78
ＰＡ連携（消防隊）出場状況････ 79


	（案）令和４年度消防年報
	00
	01　P0表紙(R4)4.4.12
	02　P0まえがき(R4)4.4.12
	03　年報（一目統計）4.4.27
	改ページ（印刷用）

	04　もくじ(R4)4.4.12　
	Sheet1


	02
	01　企画・総務編表紙 4.4.19
	Sheet1

	P0　企画・総務事務分掌 4.4.19
	P1　松戸市の位置と性格（地図の変更）4.4.19
	P2　松戸市消防局の組織 4.4.19
	P3　組織概要図 4.4.27
	決定

	P4　市勢の推移と管轄別人口 4.4.19
	Sheet1

	P5　消防庁舎の現況〇 4.4.14
	Sheet1

	P6　消防訓練センターの概要〇 4.4.14
	Sheet1

	P7　消防予算、予算と人口・世帯数との比 4.4.19）
	予算と人口・世帯数との比較

	P8　R4職員の定数と実数の推移・採用・退職
	Sheet1

	P9　R4職員の配置状況〇
	Sheet

	P10　R4職員の勤続〇
	Sheet1

	P11  R4職員の年齢〇
	職員の年齢（R4.4.1）

	P12  R4職員の休暇・公務災害・居住地〇
	R3

	P13　R4職員の表彰〇
	令和３年度

	P14  R4職員の免許取得状況〇
	R4.4.1資格一覧

	P15　R4職員の資格技能研修・学校教養〇
	Ｒ３年度

	P16　R4一般教育研修〇
	R４年度

	P17　消防音楽隊〇4.4.15
	R2　活動状況 


	03
	01予防編表紙　R4.4.22
	Sheet1

	P0予防課事務分掌　R4.4.22
	P18　市民指導・広報等、自衛消防隊　R4.4.22
	予防課Ｒ３0411未確認

	P19予防査察　R4.4.22　xls
	Sheet1

	P20予防査察　R4.4.22xls
	Sheet2

	P21条例関係　R4.4.22
	Sheet1

	P22点検報告　R4.4.22
	Sheet1

	P23,P24対象物現況　R4.4.22
	P23,対象物現況　R4.4.22
	23

	P23,P24対象物現況　R4.4.22
	24


	P25、26 用途別建築同意事務処理状況　R4.4.22
	25
	26

	P27、28設置　R4.4.22
	27
	28

	P29、30使用開始　R4.4.22
	29
	30

	P31、32危険物　R4.4.22
	31
	32

	P33危険物事務　R4.4.22
	Sheet1

	P34危安協　R4.4.22
	280411確認済

	P35防協･幼少年　R4.4.22
	確認


	04
	01　  警防・指令・救急編表紙
	Sheet1

	P0　  警防課・情報通信課・救急課事務分掌
	P36　消防水利の現況　04.04.07　
	Sheet1

	P37　消火栓の使用状況　04.04.07　
	Sheet1 

	P38　消防車両の配置状況　04.04.07　
	Sheet1

	P39　消防車両の性能　04.04.07　
	Sheet1

	P40　消防車両の性能２　04.04.07　
	Sheet1

	P41　消防車両の性能３　04.04.07　
	Sheet1

	P42　消防車両の性能４　04.04.07　
	Sheet1

	P43　消防車両の性能５　04.04.07　
	Sheet1

	P44　消防車両の性能６　04.04.07　
	Sheet1

	P45　消防機械器具の配置（その１）　04.04.07　
	Sheet1

	P46　消防機械器具の配置（その２）　04.04.07　
	Sheet1

	P47　消防機械器具の配置（その３）　04.04.7　
	Sheet1

	P48    救急資器材の配置 4.4.20
	P48 救急資機材の配置

	P49　消防相互応援協定　04.04.16
	Sheet1

	P50    千葉県指定救急医療機関（告示）04.4.20
	P51　消防通信施設の現況 
	P51　令和4年度

	P52　無線電話施設の現況
	P52 令和4年度

	P53　月別の119番受信状況
	P53・令和3年中

	P54　月別の出場指令状況.xls（書式変更）
	P54　令和3年中

	P55　気象警報・注意報等.xls（書式変更）
	P55　令和3年中


	05
	01　 消防団編表紙 3.4.5
	Sheet1

	P56   松戸市消防団の組織4.4.15　
	Sheet1

	P57　消防団消防センター等の現況〇 4.4.14
	Sheet1

	P58　消防団消防センター等の現況2 〇4.4.14
	Sheet1

	P59　定数と実数4.4.15　
	Sheet1

	P60　在団年数・年齢・年額報酬・出動法主 4.4.15
	Sheet1

	P61　消防団車両等の現況（04.04.07）　
	Sheet1

	P62　消防団車両等の現況２（04.04.07）　
	Sheet1

	P63   団費用弁償4.4.15
	令和3年度分


	06
	01 災害等の発生表紙
	Sheet1

	P64 令和3年中の火災の概要　R4.4.22
	Sheet1

	P65 過去10年間の火災の推移　R4.4.22
	Sheet1

	P66 月別・曜日別の火災発生状況　R4.4.22
	Sheet1

	P67 時間別の火災発生状況　R4.4.22
	Sheet1

	P68 火災の原因別件数・死者の生じた火災　R4.4.22
	P68

	P69 初期消火の実施状況2年　R4.4.22
	P69

	P70 用途別損害額　R4.4.22
	Sheet1

	P71　ガス事故の発生状況  　04.04.16
	平成29年度

	P72 令和３年中の救急活動の概要 4.4.20
	Sheet1

	P73 年別・月別の救急出場状況 4.4.20
	Sheet1

	P74 署別救急出場状況(令和3年中) 4.4.20
	Sheet1

	P75  時間別曜日別救急出場状況(令和3年中) 4.4.20
	Sheet1

	P76  救急隊員の行った応急処置件数 4.4.20
	Sheet2

	P77  署別救急活動状況(署別活動のみ)4.4.20
	Sheet1

	P78  事故種別傷病程度、転送回数別搬送人員、救急応援出場 4.4.20
	Sheet1

	P79  PA連携隊出場状況 4.4.20
	Sheet1

	P80　令和3年中の救助活動の概要・事故発生場所別活動件数　　
	Sheet1

	P81  災害出場状況　R4.4.7　
	Sheet1



	07
	01消防のあゆみ表紙20180401〇
	Sheet1

	02松戸消防のあゆみ　4.4.19
	Sheet1

	03P0 背表紙（４年度）

	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



