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■　局・区の役割・目標

■　現状と課題

市民が安全で安心して暮らせる都市さがみはらの実現

■　キャッチフレーズ

■　局・区の運営の責任者

消防局長　　岩田　進一

副消防局長　兒玉　員幸

平成 年度 消防局　運営方針25

１．あらゆる災害から市民のいのち・財産を守ります。
　　複雑多様化する災害に的確に対処するため、防ぎょ体制の充実・強化を図ります。

■　局・区経営の視点・方針

　救急車の適正利用について、更に普及啓発を進める必要がある。

１．地震発生時に想定される同時多発火災への対応力の強化を図ります。
２．大規模災害発生時における緊急消防援助隊の受け入れ体制を確立します。
３．消防署所や消防車両・資機材等基盤整備の充実に努めます。
４．消防団活動環境の更なる整備に努めるとともに、連携の強化を図ります。
５．消防法令違反対象物の是正、住宅防火対策と防火教育を推進します。
６．高度化する救急業務に対応できる職員の養成を更に進めます。
７．法令遵守、事故防止に積極的に取り組み、信頼される組織を確立します。
８．一人ひとりが消防職員としての使命感と誇りを持ち、職務を遂行します。

　平常時における災害活動はもとより、地震等大規模災害時における対
応に万全を期すため、消防団員を確保する必要がある。

課　　　題

　消防力整備計画に定める、署所の整備計画にあわせた施設の配置・整
備、地域の特性に応じた車両・装備等の導入をするとともに、部隊の適正
配置、専門的かつ高度な隊員教育訓練を実施し、災害の態様に応じた防
ぎょ体制を構築する必要がある。

現　　　状

　大規模地震発生に伴う災害に対応するため策定した、震災消防計画及
び署震災初動対応マニュアルの実効性を確保するための訓練を行うな
ど、活動体制の確立が必要である。また、消火栓の機能が失われること
から耐震性貯水槽及び資機材の整備を図り、住宅密集地域での火災に
対応する必要がある。

　消防法令違反対象物の是正を図る必要がある。

　救急救命士の資格を有している者のうちから、気管挿管、薬剤投与認
定救急救命士の計画的な養成・配置が必要である。

　更に民間施設へのAEDの設置促進及び有効活用を図る。また、救急車
到着前のバイスタンダー（その場に居合わせた人）による応急手当や早
期のAEDの実施が救命率の向上に寄与することから、救命講習会等の参
加者数を増やす必要がある。

　自主防災訓練や市民まつりなどの各種イベントを通じて住宅用火災警
報器の設置率向上に取り組むとともに、設置済みの住宅用火災警報器の
適切な維持管理について周知する必要がある。

２．火災の発生を未然に防ぐため、火災予防対策の充実に努めます。
　　火災予防思想の普及啓発に取り組みます。

３．増加する救急需要に的確に対処し、救命率の向上を目指します。
　　一人でも多くの大切な命を救うため、救急業務の高度化・専門化に的確に対応した救急体制の整備を図ります。

　デジタルの特性を考慮した通信の運用並びにアナログ無線機及びデシ
タル無線機の併用期間中の運用方法を検討する必要がある。

　今後予想される首都直下地震、東海地震等の大規模地震が発
生した際に、市内では広域的な断水により消火栓の機能が失わ
れることが予想される中で火災が相次ぎ、特に住宅密集地域な
どでは延焼拡大することが懸念される。

　地震や風水害等の大規模災害や毒性物質等による特殊災
害、また高層化・深層化する都市部における災害や市街地以外
の地域において発生する山林火災など、あらゆる災害に的確に
対応する消防力が求められている。

　消防団員数は、産業構造や就業形態の変化により、全国的な
傾向として年々減少しており、このことは本市においても同様で、
消防団員の欠員が生じている。

　デジタル消防救急無線の整備事業（共同整備及び市単独整
備）については、平成２４年度から２６年度に整備工事を行い、平
成２７年度の運用開始を計画している。

　AEDの重要性が認識され、市内の公共施設をはじめ、民間施
設においてもその設置が進められているが、地域によってAEDの
設置や、救命講習会等への参加数に偏りが見られる。

　消防用設備の設置基準に適合していない対象物がある。

　住宅火災による死傷者の割合のうち、逃げ遅れによるものが
多い。

　平成２４年中に救急搬送した傷病者のうち、軽症者が５３．０％
を占め依然として高い割合となっている。また、頻回利用者が増
加傾向にある。

　傷病者に対してより高度な救急救命処置を可能にするため、平
成２４年度までに１２７名の救急救命士を養成した。さらに重篤な
傷病者の救命率の向上を図るため、救急救命士の処置範囲の
拡大を含めた救急業務の高度化が求められている。
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　相原分署の改築を
行う。
（実施設計、仮設庁
舎建設及び庁舎解体
工事）

大規模災害発生時における対応
力の強化

評
価

　消防団詰所・車庫を
２棟建替える。
○津久井方面隊
　第４分団第１部
○藤野方面隊
　名倉分団第２部
　消防団詰所・車庫を
１棟新設する。
○南方面隊
　第３分団第８部（大
野台）

実
績

　消防団の活動拠点となる詰所・車庫
を計画的に整備し、地域の防災力の
向上を図る。

消防団詰所・車庫整備事業

相原分署の改築
（地質調査、基本設計）

評
価

防災消防訓練場の整備
（用地取得、耐震性防火水槽、訓
練用消火栓、外周フェンス等の設
置）

防災消防訓練場整備事業

特殊災害に対応するため、車両
及び資機材の整備

　予定どおり実施した。

　充足率が１．４ポイント上昇した。

　大型除染システム搭載車、特別高度工
作車（大型ブロアー・カッター車）、大型
重機、燃料補給車を整備した。

実
績

消防団詰所・車庫の建替数１棟
（津久井方面隊第４分団第２部）

消防団員の確保

評
価

実
績

デジタル消防救急無線整備事業

　電波法関係審査基準の改正により、
消防救急無線のデジタル化移行期限
が平成２８年５月末日までと定められ
た。このため、デジタル化の特性を活
かした通信内容の秘匿性の確保及び
広域災害を踏まえた神奈川県全体の
ネットワーク構築のため、整備を進め
る。

評
価

評
価

充足率１００％を目指す。　消防団員数の減少に歯止めをか
け、広報活動等の方策を展開し、消
防団員を確保する。

　特殊災害への対応及び緊急消防援
助隊派遣活動に備え、特殊災害対応
車両、高度救助用資機材等を計画的
に整備する。

　大型除染システム搭載車、特別
高度工作車（大型ブロアー・カッ
ター車）、大型重機、燃料補給車
を整備する。

評
価

評
価

 災害状況に応じた効果的な部隊
運用や資機材の整備について検
討するとともに、緊急消防援助隊
の受け入れ体制の確立を図る。

実
績

■　重点目標（Ｈ２４評価とＨ２５目標）　　　　　　　　　　　　　　　　　【○：Ｈ24単年度目標、◎：Ｈ24・25継続目標、新：Ｈ25新規目標】

平成２５年度
指標・目標

消防署所整備事業

事務事業名

藤野分署の移転整備
（建設工事）

　大規模な地震や集中豪雨などによ
る大災害に対応する災害対応体制の
確立を図る。

　予定どおり実施した。

　建設工事を実施した。

広域
連携の
有効性実績・評価等

　予定どおり実施した。

評
価

　予定どおり実施した。

　北部地域及び津久井地域を管轄す
る消防署、消防団をはじめ自主防災
組織等の訓練に活用するため、防災
消防訓練場を整備する。

―

　１棟の建替えを実施した。

　予定どおり実施した。

　整備工事の実施（共同整備及
び市単独整備）

　共同整備及び市単独整備の工事を実
施した。

　整備工事を実施す
る。
（共同整備及び市単
独整備）
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　震災消防計画及び
署震災初動対応マ
ニュアルに基づく訓
練を実施し、実効性
を確認する。
　また、移動式コンプ
レッサー、小型高圧
遠距離送水装置、震
災用バール及び耐震
性貯水槽を整備す
る。

実
績

  ■　広域連携を視野に入れた取り組み

実
績

　○平成２４年４月１日現在
定員１，６９８人　実員１，５３５人
　充足率９０．４4％
　○平成２５年３月３１日現在
定員１，６９８人　実員１，５５８人
　充足率９１．８％

　地質調査及び基本設計を実施した。

　充足率１００％を目
指す。

指標・目標

1.あらゆる災害から市民のいのち・財産を守ります。

―

　特殊災害対応車両の整備に伴い、災
害出場基準の改正を行った。また、緊急
消防援助隊の受け入れ体制を含んだ大
規模な地震が発生した際の具体的な行
動マニュアルを各署で検討し作成した。

 予定どおり実施した。

　高所救助車を更新
する。

　予定どおり実施した。

　市街地の消防署所整備は、災害現
場まで５分以内で到着できる配置、市
街地以外は、山林火災、山岳救助な
ど地域特有の災害発生状況等を勘案
し配置する。

　大規模災害時などの消防相互応援活動や緊急消防援助隊の活動の際に使用する消防救急無線のデジタル化については、効率的運用と整
備費の削減を図るため、県内の各消防本部（局）と共同で整備する。

1-1◎

1-2◎

1-6◎

事務事業の概要

◎

平成２４年度

実
績

実
績
　用地を取得し、耐震性防火水槽、訓練
用消火栓、外周フェンス等を設置した。

1-7◎

1-3○

1-4◎

1-5
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　不特定多数の人が集まる対象物や
社会福祉施設等のうち、消防用設備
が未設置の対象物について違反是正
に取り組む。 評

価
―

防火対象物の違反是正の推進

―

実
績

― 　屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備及
び自動火災報知設備
の未設置違反対象物
に対し、是正指導を
行う。

2-3○
　小規模社会福祉施設や個室ビデオ
店等、既存の防火対象物に対し消防
設備設置義務が拡大された。

評
価

　違反件数が５件残った。なお、本事務
事業については、新規重点目標に掲げ
た「防火対象物の違反是正の推進」にお
いて継続指導する。

　小学生を対象とした体験学習型の
防火教育を行う。

評
価
　７２校に周知・広報した結果、平成２３年
度より２５校多く実施することができた。

小規模社会福祉施設や個室ビデオ
店等の遡及対象物の指導

設置率１００％
違反対象物０を目指す。

実
績

　４４校で実施した。

住宅防火対策の推進

設置率１００％

実
績　住宅火災による死傷者数を減少さ

せるため、住宅用火災警報器の設置
率向上を推進するとともに、既設の住
宅用火災警報器の適切な維持管理を
周知する。

評
価

少年・少女防火教育の推進
（ファイヤースクール）

７２校で実施

実
績

　予定どおり実施した。

　養成計画に基づき、気管挿管認
定救急救命士６名、薬剤投与認
定救急救命士７名を養成する。

　AEDを設置している市内の民間
施設に、AED登録制度への登録
促進を図る。

実
績

評
価

実
績
　救命講習等の受講数は、２３，０３４人
だった。

平成２５年度
指標・目標

広域
連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等

実
績

評
価

事務事業名
平成２４年度

　平成２４年中に救急搬送した傷病者のう
ち、軽症者の占める割合は５３．０％で
あった。

　平成２４年度中は、新たに３２施設が登
録した。

　気管挿管認定救急救命士６名、薬剤投
与認定救急救命士７名を養成した。

評
価

評
価

　平成２４年中に搬送する傷病者
のうち、軽症者の占める割合を５
０％未満に下げる。 　引き続き救急車の適正利用の啓発を推

進し、軽症者の救急搬送人員の減少を
図る。

　救命講習等の受講者数を年間１
万人以上とする。

救急車の適正利用の推進

救急高度化の推進

　救急車の適正利用の啓発を推進
し、軽症者の救急搬送人員の減少を
図る。

　傷病者に対してより高度な救急救命
処置の実施を可能にするため、救急
救命士の養成・配置ならびに気管挿
管、薬剤投与認定救急救命士を養
成・配置し、救命率の向上を図る。

応急手当の普及啓発

　救急自動車到着前のバイスタンダー
による応急手当の実施は、救命率の
向上に寄与することから、救命講習会
等の開催を推進し受講者数の増加を
図る。

　養成計画に基づ
き、気管挿管認定救
急救命士５名、薬剤
投与認定救急救命士
５名を養成する。

　AED登録制度を広く周知し、１５４の民
間施設が登録された。

実
績

　救命講習等の受講
者数を年間２万人以
上とする。

　市内でAEDを設置している民間施
設に呼びかけ、AED登録制度への登
録促進を図り、市民等が早期除細動
ができる環境を整え、救命率の向上を
図る。

AED使用可能施設登録制度の推進

　予定どおり実施した。

　平成２３年度の設置率７０．６％に比べ１
１ポイント上昇した。

評
価

　平成２５年中に搬送
する傷病者のうち、軽
症者の占める割合を
５０％未満に下げる。

　住宅用火災警報器　設置率：81．6％

　設置率１００％

　市内全ての小学校
で実施

　違反件数１０件のうち５件が是正され、
設置率が９８％から９９％に上昇した。

―

　予定どおり実施した。

　　AEDを設置してい
る市内の民間施設
に、AED登録制度へ
の登録促進を図る。

　応急処置範囲の拡
大などの救急高度化
への対応と２名乗車
体制を維持するため
救急救命士を２名養
成する。

実
績

■　重点目標（Ｈ２４評価とＨ２５目標）　　　　　　　　　　　　　　　　　【○：Ｈ24単年度目標、◎：Ｈ24・25継続目標、新：Ｈ25新規目標】

　応急処置範囲の拡大などの救
急高度化への対応と２名乗車体
制を維持するため救急救命士を２
名養成する。

２．火災の発生を未然に防ぐため、火災予防対策の充実に努めます。

2-4新

3-1◎

2-1◎

2-2◎

３．増加する救急需要に的確に対処し、救命率の向上を目指します。

3-4◎

3-2◎

3-3◎

　救急救命士を養成し、全救急隊の救急
救命士２名配置を維持した。
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1-1

1-2

1-3

1-4

1-5新

1-7

1-8

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

78,952消防団詰所・車庫整備事業

大野台地区消防団・部新設事業

消防総務課

消防総務課
警防・救急課

　市内１１１箇所の消防団詰所・車庫の機能を維持す
るとともに、老朽化した施設を計画的に整備する。
(津久井方面隊第４分団第１部、藤野方面隊名倉分
団第２部）

　大野台地区に消防団・部を新設する。
　　詰所・車庫の整備（リース方式）、車両・資機材の
配備等

大規模地震発生時における対応
力の強化

―

―警防・救急課

　本市が被災した際に、全国から派遣される緊急消
防援助隊を円滑に受け入れ、効果的な災害活動が
できるよう、図上訓練を行うなど受援体制の確立を図
る。

特殊災害に対応するため、車両
及び資機材の整備

消防総務課 　相原分署改築のための、実施設計、仮設庁舎建設
及び庁舎解体工事を実施する。

　大規模地震発生に伴い、市内では同時多発的に
火災の発生が想定されることから、震災消防計画及
び署震災初動対応マニュアルに基づく検証訓練を行
うなど消防団との連携を強化した活動体制の確立を
図る。

警防・救急課

指令課
　デジタル消防救急無線の共同整備及び市単独整
備の整備工事を実施する。

高所救助車を更新する。警防・救急課

警防・救急課応急手当の普及啓発

AED使用可能施設登録制度の推
進

警防・救急課
　市内でAEDを設置している民間施設に呼びかけ、
AED登録制度への登録促進を図り、市民等による早
期除細動ができる環境を整え、救命率の向上を図
る。

内　容

　大規模地震発生時における消防活動等を強化する
ため、移動式コンプレッサー、小型高圧遠距離送水
装置及び震災用バールを整備する。

24,060

　大規模地震発生時において消火栓に偏ることなく、
消火活動を的確に行うため、耐震性貯水槽を整備す
る。

18,334

部名／課名

違反是正取り組みの強化

緊急消防援助隊の受け入れ体制
の確立

救急高度化推進事業

住宅防火対策事業

デジタル消防救急無線整備事業

少年・少女防火教育事業
（ファイヤースクール）

主な取り組み
広域連携
の有効性

1.あらゆる災害から市民のいのち・財産を守ります。

消防署所整備事業 39,396

防災対策事業
（さがみはら防災・減災プログラ
ム）

警防・救急課

事業費（千円）

■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ25新規目標】

30

　住宅用火災警報器の設置率向上に取り組むととも
に、既設の住宅用火災警報器の適切な維持管理に
ついて周知するなど住宅防火対策を推進する。

―

16,876

6,593

1,004

　救命率の向上には、市民等による応急手当が不可
欠である。少しでも多くの市民等が受講できるような
講習会等を開催し、普及啓発の推進を図る。

予防課・消防署

　消防法令違反建築物の是正に取り組む。予防課・消防署

３．増加する救急需要に的確に対処し、救命率の向上を目指します。

消防総務課
警防・救急課

　救急救命士を計画どおり養成する。
また、救急救命士の中から気管挿管、薬剤投与認定
救急救命士を養成し、救急高度化を図る。

予防課・消防署
　市内全ての小学校の児童を対象に、体験学習型の
防火教育を行う。

380

2593,375

２．火災の発生を未然に防ぐため、火災予防対策の充実に努めます。

38,853

11,178

1-6新

4


