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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。

２．火災の発生を未然に防ぐため、火災予防の充実に努めます。
　　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。

地震や風水害等の大規模災害や特殊災害、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。

現　　　状

■　現状と課題

１．消防施設の整備や特殊災害に対応した消防車両を整備します。
２．住宅防火対策と防火教育を推進します。
３．高度な救急救命処置のできる救急救命士を全救急隊に計画的に配置します。
４．政令指定都市の消防職員として一人ひとりが強い自覚と誇りを持ち、資質の向上を目指します。
５．法令遵守、交通事故防止に積極的に取り組み、信頼される組織とします。

■　局・区経営の視点・方針

課　　　題

消防力整備計画に基づき、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、部隊の適
正配置、専門的かつ高度な隊員教育等を実施し、災害の態様に
応じた防ぎょ体制を構築する必要がある。

副消防局長　岩田　進一

消防局長　大谷　喜郎

■　キャッチフレーズ

市民が安全で安心して暮らせる都市さがみはらの実現

■　局・区の運営の責任者

■　局・区の役割・目標

　　　　　　　　　　　　消防局　運営方針　

設置率１００％を目指した継続的な設置促進に加え、たばこなど
出火原因に着目した取り組み、住宅防火教育なども含めたさまざ
まな対策を講じていく必要がある。

既に養成した救急救命士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。

消防団員の欠員解消のため、今後とも、消防団員確保に向けた
方策等の充実・強化を図る必要がある。

県内各消防本部が共同で整備し広域的な大規模災害で使用す
る共通波を同時期に運用を開始しなければならない。このことに
伴い全ての無線設備を更新する必要がある。

消防用設備等の設置を早急に促進する必要がある。

近年における産業構造や就業形態の変化により、全国的な傾向と
して消防団員の数は年々減少しており、このことは本市においても
同様で、地域により消防団員の欠員が生じている。

消防救急無線は、無線チャンネルの不足の解消などの観点から、
電波法関係基準の改正により、平成２８年５月末までに現在の１５０
ＭＨｚ帯のアナログ無線から２６０ＭＨｚ帯のデジタル無線へと移行
することとなっている。

平成２２年度は一戸建て住宅の戸別訪問を実施し、住宅用火災警
報器の設置率が６６．３％となった。

小規模社会福祉施設、個室ビデオ店等、既存の防火対象物に対
し、スプリンクラー設備や自動火災報知設備などの設置義務が拡大
された。

平成２２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、前年比１．１％減少しているものの、５２．２％と依然として高い
割合となっている。

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２
２年度までに１１８名の救急救命士を養成している。また、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。

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。

23

更に救急車適正利用の普及啓発を進める必要がある。

AED使用可能施設登録制度を開始したことから、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、救急自動車到
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
講習会等の開催を促進する必要がある。
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1-6 ○

1-7 ◎

1-8 新

◎1-1

1-2 ◎

1-5 ○

定員に対する充足率
を１００％に近づけ
る。

消防団員の数は全国的に年々減少
しており、本市においても例外ではな
い。このため新たな消防団員確保の
方策を展開することにより、充足率を
１００％に近づける。

評
価

昨年比１ポイント減

定員１,７０７　実員１,568　９１．９％

消防団員の確保

１００％に近づける

実
績

1-4 ◎

平成２４年度当初か
らの再編に向け諸手
続きを行う。

消防団組織の更なる充実・強化を図
るため、現行の５団の組織を１団６方
面隊の組織に再編する。 評

価
具体的内容が決定された。

消防団と１団体制の構築に必要な詳細
を具体的に検討した。

消防団組織の体系づくり

１団組織の体系づくり

評
価

建設工事は繰越となったが、地元調整及び
消防団との調整を行い、２棟とも実施設計を
完了した。

さがみ縦貫道路の工事遅延及び移転用地
の取得直前に相続が発生したことにより、繰
越明許とした。

実
績

1-3 ◎

実
績

消防団詰所・車庫の
建替数３棟

消防団の活動の拠点となる消防団詰
所・車庫の整備を推進する。
特に、建設後３０年を経過している施
設については、計画的に整備する。

火災時、震災時等における消火活動
に必要な消防水利を整備する。

評
価

耐震性貯水槽については、予定どおり設置
できた。また、消火栓の設置については、水
道局の工事に併せ、必要箇所に２４基を設
置した。

実
績

南区相武台団地に４０㎥級耐震性貯水
槽１基及び消火栓２４基を設置した。

基本設計の実施
(市費単独分)

実
績

━
実
績

評
価

━

　救助工作車及び先
端屈折はしご付消防
自動車を整備する。

計画どおり基本設計（市単独整備分）を
実施した。

政令指定都市移行に伴い、特殊災
害、水難事故、土砂崩れなど、あらゆ
る災害に的確に対応するため特別高
度救助隊を創設する。 評

価

・車両及び資機材の整備が予定どおり完了
した。
・外部講師による高度救助隊員研修を実施
した。

特別高度救助隊の創設に向けた
車両、資機材の整備

・特殊災害対応自動車及び高度探
査装置等を整備する。
・高度な救助技術等を習得させるた
めの隊員教育を実施する。

実
績

・特別高度救助隊を発隊し車両、資機
材の整備を行った。
・愛称を「スーパーレスキューはやぶさ」
に決定した。

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月末までと定められ
た。このため、デジタル化の特性を生
かした通信内容の秘匿性の確保、
データ送信等通信の高度化を図ると
共に、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。

実施設計の実施（共
同整備及び市単独
整備分）

特殊災害に対応するため、車両
及び資機材の整備

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。

評
価

予定どおり実施した。

評
価

事務事業の概要

藤野分署の移転整
備
(実施設計）

平成２２年度

予定どおり、地質調査及び基本設計を
実施した。

■　重点目標（Ｈ２２評価とＨ２３目標）　　　　　　　　　　　　　　　　　【○：Ｈ22単年度目標、◎：Ｈ22・23継続目標、新：Ｈ23新規目標】

事務事業名

特別高度救助隊の創設に伴い、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。

━

1.あらゆる災害から市民の命・財産を守ります。

消防署所整備事業

指標・目標 実績・評価等

消防水利の整備事業

南区相武台地域に４０㎥級耐震性貯
水槽１基設置するほか、市内一円に
消火栓３１基を設置する。

消防団詰所・車庫整備事業

消防団詰所・車庫の建替数２棟

予定どおり実施した。

藤野分署の移転整備
（地質調査、基本設計）

実
績

平成２３年度
指標・目標
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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。

3-3 ◎

3-2 ◎

全救急隊に配置する
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６名
を養成する。（平成２
４年度までに全救急
隊に１名配置）

2-2 新

2-3 ◎

3-1 ○

AEDの更なる設置促進と有効活用を
目標とした登録制度の検討。

応急手当の普及啓発 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の実施は、
救命率の向上に寄
与することから、救命
講習等の受講者数を
年間1万人以上とす
るよう維持する。

住宅火災による死者数を減少させる
ため、住宅用火災警報器の早期設
置を推進する。

評
価

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。

平成２１年度末に完了した救急救命士２
名配置を維持するため、救急救命士を２
名養成し、全救急隊の救急救命士２名
配置を維持した。

実
績

平成２２年中に搬送した傷病者のうち、
軽症者の占める割合は５２．２％で、１．
１ポイント減少した。

2-1 ◎

平成２２年８月１日から相模原市AED使
用可能施設登録制度を開始し、平成２３
年３月３１日現在で、１０３の民間施設が
登録し、早期除細動ができる状況が増
えた。

気管挿管認定救急救命士を６名、薬剤
投与認定救急救命士７名を養成し、養
成計画どおりの推進ができた。（平成２４
年度までに全救急隊に１名配置）

計画的に認定救急救命士を養成することが
できている。

実
績

実
績

16,984人が救命講習等を受講した。

少年・少女防火教育の推進
（ファイヤースクール）

ー

実
績

全救急隊に救急救命士を２名配置するととも
に、あらゆる分野で救急救命士の必要性も
あることから、適正な配置が行われている。

小学３,４年生を対象とした体験学習
型の防火教育を行う。 評

価
ー

公共施設だけではなく、民間施設に設置し
てあるＡＥＤが使えるようになったことは、非
常にメリットが大きい。これからも登録施設の
数を増やしていく必要がある。

実
績

評
価

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。 評

価

救急件数の増加に伴い搬送件数も増加した
にもかかわらず、軽症者の占める割合を減
少させることができたのは、救急車の適正利
用をＰＲ等したことによるものだと評価できる。

住宅用火災警報器の設置義務化は周知さ
れた。目標とした設置率70％は下回ったが、
全国平均以上であり県下ではトップとなっ
た。

評
価

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。

住宅防火対策の推進

評
価

応急手当の必要性について、広く市民に周
知することが出来た。

市内でAEDを設置し
ている民間施設に呼
びかけ、AED登録制
度に登録していただ
き、早期除細動を実
施し、救命率の向上
を図る。

バイスタンダー（その場に居合わせた
人）による応急手当が救命に効果的
であるため、救命講習等の受講者数
を年間1万人以上とするよう維持す
る。

救急車の適正利用の推進

平成２２年中に搬送した傷病者のう
ち、軽症者の占める割合を５０％未満
に下げる。

実
績

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

スプリンクラー設備、自動火災報知
設備等の早期設置に向けた指導を
強化する。

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。

住宅用火災警報器設置率：７０％以
上

実
績

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・配置並びに気管挿
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。

救急業務の高度化推進事業

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。

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、救命率に
寄与することから、救命講習会等の
開催を推進する。

評
価

全救急隊に配置する養成計画に基
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。（平成２４年度までに全救急
隊に１名配置）

実
績

小規模社会福祉施設については80％以上
の設置率となり、個室ビデオ店は90％近い
改善率となった。

・違反是正を強化す
る
・猶予期間が終了す
るまでに設置率が
100％となるよう指導
する。

一戸建住宅の戸別訪問を実施した。
住宅用火災警報器設置率：６６．３％

住宅用火災警報器
の設置率を100％と
する。新たに集合住
宅等を訪問し、併せ
て未設置住宅等に
ついても継続指導す
る。

小規模社会福祉施設は、「社会福祉施設等
防火安全対策連絡会」を立上げ、猶予期間
中であるが80％以上の設置率を達成した。

市内小学校へ出向
き、防火教育を実施
する。

ー

評
価
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1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

新

新

1.あらゆる災害から市民のいのち・財産を守ります。

住宅用火災警報器の設置促進に継続して取り組む
等、住宅防火対策を推進する。

54,793

消防団員の活動環境の充実及び
入団促進

消防総務課 18

14,520

352,500

━

救急救命士を２名養成する。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、救急隊員の資質向上を図る。

1,736

580

小学３、４年生を対象に、体験学習型の防火教育を
行う。

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。

住宅防火対策事業 予防課

少年・少女防火教育事業
（ファイヤースクール）

予防課

内　容

消防団詰所・車庫整備事業

違反是正取り組みの強化 予防課
小規模社会福祉施設や個室ビデオ店等の遡及対象
物の早期適合を指導する他、違反是正に取り組む。

消防署所整備事業

主な取り組み

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。

消防団協力事業所表示制度の認定事業所を増や
し、消防団員の活動環境の充実と入団促進を図る。

藤野分署を移転整備するための実施設計及び用地
購入を行う。

消防総務課

消防総務課
市内１１２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。
(城山消防団２箇所、藤野消防団１箇所）

83,590

デジタル消防救急無線整備事業 20,000

特殊災害に対応するため、車両
及び資機材の整備

警防・救急課

・救助工作車及び先端屈折はしご付消防自動車を
整備する。
・高度救助用資機材及び特殊救助資機材を整備す
る。
・特殊災害等専門的かつ高度な隊員教育を実施す
る。

6,183
救命率の向上には、バイスタンダーによる適切な応
急手当が不可欠であることから、市民へ心肺蘇生法
等の応急手当普及啓発を行い、広く普及させる。

■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ23新規目標】

応急手当の普及啓発 警防・救急課

救急高度化推進事業
消防総務課
警防・救急課

指令課
デジタル消防救急無線機の整備に向け、共同整備
及び市単独整備の実施設計を実施する。

部名／課名 事業費（千円）

51
AED使用可能施設登録制度の推
進

警防・救急課
市内の民間施設に設置してあるAEDをより多く登録し
ていただき、早期除細動を実施し、救命率の向上を
図る。
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