
協議第１７号 

 

財産の取扱いについて 

 

次の調整結果について協議を求める。 

 

平成２３年１２月２２日提出 

 

神奈川県西部消防広域化協議会 

会 長 加 藤  憲 一 

 

 

（調整理由） 

１ 既存及び新規取得財産等について 

（１）庁舎敷地等の土地について 

・広域化の方式が事務委託であることから、既存財産のうち、他の用途に

調 整 結 果 

１ 小田原市が事務を受託する上で必要な委託市町が有する財

産等の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）庁舎敷地等の土地 

・庁舎敷地等の土地（対象は別表）は、委託市町が所有し、

無償で小田原市に貸与する。 

（２）庁舎等の施設 

・庁舎等の施設（対象は別表）は、小田原市に譲与する。

ただし、現真鶴分署庁舎については、無償で小田原市に

貸与する。 

（３）物品（車両等の備品及び消耗品） 

・物品については、小田原市に譲与する。 

２ 小田原市が事務を受託する上で必要な新規取得財産等の取

扱いは、次のとおりとする。 

（１）庁舎敷地等の土地 

・庁舎敷地等の土地については、委託市町が取得及び所有

し、無償で小田原市に貸与する。 

（２）庁舎等の施設 

・庁舎等の施設については、小田原市が取得及び所有する。

（３）物品（車両等の備品及び消耗品） 

・物品（車両を含めた備品及び消耗品）については、小田

原市が取得及び所有する。 



利用可能な財産である土地については、譲与することは適当とは言えな

い。また、同様の理由により新規取得する土地についても、委託市町が

所有することが適当である。 

・事務委託契約が解消される場合、消防署所の再配置が行なわれた場合等

土地に余剰が生じた場合等、その帰属が大きな課題となり得る。 

（２）庁舎等の施設について 

・消防行政の質を担保する観点から、維持管理の実施及び修繕計画の策定

等については、現場を熟知している小田原市が主体的かつ速やかに行う

ことが望ましいことから、小田原市の所有とすることが適当である。 

・現真鶴分署庁舎については、消防団との共用であることから譲与は困難

なため、無償での貸与とすることが適当である。 

（３）物品（車両等の備品及び消耗品）について 

・物品については、用途が限定されること及び比較的短期間での更新、消

費を前提としているほか、消防行政の質を担保する観点から、維持管理

の実施及び更新計画の策定等については、現場を熟知している小田原市

が主体的かつ速やかに行うことが望ましいことなどから、小田原市の所

有とすることが適当である。 



（別表） 

＊1 名称は、現時点のもの。 

＊2 2 階部分 148.12 ㎡は、消防団が使用。 

【庁舎敷地等の土地】 

用 途＊1 地  番 地 積（㎡） 所 有 

本部・本署敷地 南足柄市怒田 40 番 1外 5筆 3,719.26 南足柄市 

岡本分遣所敷地 南足柄市岩原 1025 番地 5外 1筆 1,130.00 同上 

中井分遣所敷地 中井町雑色 120-1 外 1 筆 1,311.00 中井町 

山北分遣所敷地 山北町山北 2056-1 655.47 山北町 

真鶴分署敷地 真鶴町真鶴 515-1 237.49 真鶴町 

松田分署敷地 松田町松田惣領 2073-1 895.82 足柄消防組合 

＊1 用途は、現時点のもの。 

 

 

【庁舎等の施設】 

名 称＊1 所  在 構  造 延床面積（㎡）

本部・署庁舎 南足柄市怒田 40 番地 1 
鉄筋コンクリート造 

地下 1階地上 3階 
1,313.00

同 車庫 同上 鉄骨ブロック造 地上1階 68.04

同 新車庫 同上 鉄骨造 地上 1階 40.00

同 救急消毒室 同上 木造 地上 1階 9.90

同 ホース掛け 同上 鉄筋コンクリート造 1.00

同 訓練棟 同上 鉄パイプ造 16.20

同 高所訓練棟 同上 コンクリートパイル造 －

岡本分遣所 庁舎 南足柄市岩原 1025 番地 5 
鉄筋コンクリート造 

地上 1階一部 2階 
525.00

同 救急消毒室 同上 木造 地上 1階 9.90

松田分署 庁舎 松田町松田惣領 2073-1 
鉄筋コンクリート造 

地上 3階 
895.00

同 宿舎・車庫 同上 
鉄筋コンクリート造 

地上 2階 
203.49

中井分遣所 庁舎 中井町雑色 120-1 番地 鉄骨造 地上 1階 288.06

山北分遣所 庁舎 山北町山北 2056-1 
鉄筋コンクリート造 

地上 2階 
307.50

同 食堂・消毒室 同上 
鉄筋コンクリート造 

地上 1階 
23.87

真鶴分署ほか＊2 真鶴町真鶴５１５－１ 鉄骨造 地上 2階 307.46



【車両】 

用 途 名称、規格等 現配置署所 

指揮車（指揮 1） 日産 セレナ（湘南 800 す 119） 総務課 

防災広報車（防災広報） 日産プリメーラ ワゴン（湘南 800 め 2985） 総務課 

連絡車（連絡車） スズキ アルト（湘南 483 う 119） 総務課 

指令車（指令 2） 三菱 デリカスペースギア（湘南 88さ 3866） 警防課 

司令車（司令 1） 三菱 パジェロ（湘南 800 す 5303） 予防課 

広報車（広報 1） 日産セレナ（湘南 800 す 5766） 予防課 

ポンプ車（本署 1） 日野（湘南 800 す 6491） 本署 

ポンプ車（本署 2） いすゞ CD－Ⅰ（湘南 88 さ 3027） 本署 

はしご付消防自動車（梯子 1） メルセデスベンツ DL－30（相模 88 な 3145） 本署 

化学車（化学 1） 日野 化学Ⅱ型（湘南 800 は 260） 本署 

資機材搬送車（本署 3） トヨタ ハイエース 4WD（湘南 800 す 3553） 本署 

資機材搬送車（搬送 1） 日産（湘南 800 さ 1513） 本署 

高規格救急自動車（救急 5） 日産（湘南 800 す 5207） 本署 

オートバイ ホンダ（南足柄市た 157） 本署 

水槽付ポンプ車（松田 1） 三菱 水Ⅰ－A（湘南 88 な 129） 松田分署 

水槽付ポンプ車（松田 5） 三菱 水Ⅰ－A（相模 88 せ 8257） 松田分署 

ポンプ車（松田 2） 日野 CD－Ⅰ（湘南 800 す 1579） 松田分署 

救助工作車（救助１） 三菱（相模 88 な 3622） 松田分署 

資機材搬送車（松田 3） 三菱デリカ（湘南 800 す 2275） 松田分署 

資機材搬送車（松田 4） 日産 アトラス（相模 88 た 1353） 松田分署 

高規格救急自動車（救急１） トヨタ（湘南 800 す 6434） 松田分署 

高規格救急自動車（救急 7） トヨタ（湘南 800 さ 7425） 松田分署 

オートバイ ホンダ（松田町ひ 214） 松田分署 

オートバイ ホンダ（松田町ひ 213） 松田分署 

ポンプ車（岡本 1） 日野 CD－Ⅰ（湘南 800 す 2534） 岡本分遣所 

連絡車（連絡車） スズキ エブリィワゴン（湘南 583 う 119） 岡本分遣所 

高規格救急自動車（救急 6） トヨタ（湘南 800 さ 9182） 岡本分遣所 

水槽付ポンプ車（中井 1） いすゞ 水Ⅰ－A（湘南 800 さ 864） 中井分遣所 

災害対策車（災害対策車） スズキ（湘南 880 あ 532） 中井分遣所 

高規格救急自動車（救急 2） トヨタ（湘南 800 す 1578） 中井分遣所 

オートバイ ヤマハ（中井町り 305） 中井分遣所 

ポンプ車（山北 1） 日野 CD－Ⅰ（湘南 800 さ 7695） 山北分遣所 

災害対策車（災害対策車） スズキ エブリィ（湘南 880 あ 410） 山北分遣所 

高規格救急自動車（救急 3） トヨタ（湘南 800 す 3617） 山北分遣所 

オートバイ ホンダ（山北町 A726） 山北分遣所 



 


