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 この消防年報は鳥取県東部広域行政圏の消防現況及び平成２７

年中における消防防災活動状況をとりまとめたもので、今後の消

防行政の合理的な運営の資とするため編成したものです。 

 なお、調整基準日については、それぞれ図表に記していますが 

火災・救急・救助統計については歴年とし、予算・予防・その他 

の統計は会計年度でとりまとめました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取県東部広域行政管理組合消防局 
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