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第一節 災害に強いまちの実現 

70101 誰もが安心できる防災体制の確立 
 自主防災組織の育成 市民安全課 

★ 災害予防・初動対策 市民安全課 
 防災訓練の実施 市民安全課 

★ 地域防災計画の修正 市民安全課 
 東日本大震災対策事業 市民安全課 
 建築物の防災に関する業務 建築住宅課 

 

70102 避難・輸送体系の確立と防災施設の整備 
★ 防災情報伝達システムの管理運用 市民安全課 
★ 防災用施設・非常用備蓄品の整備 市民安全課 

 道路障害発生時（災害時）の規制・対策 道路課 
 

70103 被災者支援と復旧・復興の推進 
 被災者の援護（震災対応） 社会福祉課 
 日本赤十字社の援護 社会福祉課 
 災害支援補助事業（震災対応） 建築住宅課 

 布佐東部地区復興事業 
布佐東部地区 
復興対策室 

★ 布佐東部地区用地境界復旧事業 
布佐東部地区 
復興対策室 

★ 小規模住宅地区改良事業 
布佐東部地区 
復興対策室 

★ 市街地液状化対策事業 
布佐東部地区 
復興対策室 

★ 布佐東部地区防災施設整備事業 
布佐東部地区 
復興対策室 

 

70104 建築物の耐震化の促進 
 耐震診断及び耐震改修に関する補助 建築住宅課 

★ 小中学校体育館の耐震補強 教委・総務課 
 

70105 河川防災の強化 
 河川防災の強化に向けた取組み 治水課 
 消防団の水防活動 警防課 
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事業概要 

 ● 災害予防・初動対策【70101】 
水害の常襲地域である布佐地区に、浸水状況を監視できるカメラを設置し、水位情報を市民に提供するこ
とで被害の軽減を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・ソーラー型監視カメラの設置 
・土地賃借 
・回線使用料 

・土地賃借 
・回線使用料 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２8 年度）の達成目標 
水位情報の提供が図られている。 

◇指標・現況値・目標値 水位情報の提供：100％ 

市民安全課 

 

 ● 地域防災計画の修正【70101】 
東日本大震災の発生と現状を踏まえ、県地域防災計画の見直しと整合を図り、全体的な計画修正を行う。
２５年度に設置した、災害弱者対策見直し検討委員会を引き続き開催し、災害弱者行動計画を策定する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・災害弱者対策見直し検討委員会の開催 
・災害弱者行動計画の改定 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
東日本大震災の教訓を踏まえ、より精度の高い災害弱者行動計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 災害弱者行動計画の策定率：100％ 

市民安全課 

 

 ● 防災情報伝達システムの管理運用【70102】 
無線設備等の確実な運用・維持管理を行う。また、市内にある７０箇所の防災行政無線の子局をデジタル
化するとともに、新たに８局を整備する。さらに、７５歳以上の方や障がい者の方などの災害時要援護者
を対象に緊急地震速報受信端末の設置に対する助成を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・防災行政無線子局２３局の設置更新 
・防災行政無線子局２６局の工事設計 
・防災行政無線放送受信端末助成金 

・防災行政無線子局１８局の設
置更新 

・防災行政無線子局８局の新設 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
子局のデジタル化を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 防災行政無線のデジタル化子局数：29(H25)→78 

市民安全課 
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 ● 防災用施設・非常用備蓄品の整備【70102】 
防災体制の強化を図るため、気象台記念公園に防災備蓄倉庫を整備するとともに、給水拠点となる簡易防
災井戸を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・気象台記念公園への防災備蓄倉庫の整備 
・簡易防災井戸の整備（二小、三小） 
・備蓄品移動業務委託（久寺家汚水ポンプ場・
気象台公園） 

・防災備蓄倉庫建築工事監理委託 
・飲料水水質検査（簡易防災井戸２か所） 

・簡易防災井戸の整備（高野山小、 
我孫子中） 

 

・備蓄倉庫の設置
（小中１８校） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
高野山小、我孫子中に簡易防災井戸を整備する。また、小中学校１８校に備蓄倉庫を設置する。 

◇指標・現況値・目標値 簡易防災井戸、備蓄倉庫の工事進捗率：100％ 

市民安全課 

 

 ● 布佐東部地区用地境界復旧事業【70103】 
布佐東部地区において、平成２３年度に実施した用地境界再確定測量業務の測量成果と法務局の登記地積
を整合させるため、地籍整備型土地区画整理事業を実施する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・地籍整備型土地区画整理事業 
・土地区画整理審議会の開催 
・資料調整業務委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
地籍整備型土地区画整理事業を施行する。 

◇指標・現況値・目標値 事業の進捗率：100％ 

布佐東部地区復興対策室 

 

 ● 小規模住宅地区改良事業【70103】 
布佐東部地区の復興を進めるため、不良住宅の除却と道路等の公共施設の再整備を行うとともに、不良住
宅を除却後、住宅再建のめどが立たない被災者を対象とした市営住宅を建設する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・土地取得 
・歩行者・自転車通路工事 
・移転補償 
・一時収容施設賃借 
・不良住宅除却工事 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
歩行者・自転車通路の整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 歩行者・自転車通路整備の進捗率：100% 

布佐東部地区復興対策室 
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 ● 市街地液状化対策事業【70103】 
布佐東部地区において、大地震による地盤の液状化被害の発生を抑制するため、液状化対策事業計画を策
定し、道路などの公共施設と隣接する宅地との一体的な液状化対策を実施する。また、沈下した宅地を盛
土し、道路と宅地の高さの調整を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・液状化対策事業計画の策定 
・宅地高調整工事 
・土地賃借 
・計画に基づく対策事業の実施 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
液状対策事業計画に基づく対策事業を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 液状化対策事業計画に基づく対策事業の実施率：100% 

布佐東部地区復興対策室 

 

 ● 布佐東部地区防災施設整備事業【70103】 
布佐東部地区で起こりうる大地震や水害時に必要となる一時避難所や在宅被災者用の支援所としての機能
を有する防災施設を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・防災施設用地取得 
・防災施設設計 

・防災施設建設 
・建物登記 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
防災施設が整備されている。 

◇指標・現況値・目標値 防災施設の整備事業の進捗率：100% 

布佐東部地区復興対策室 

 

 ● 小中学校体育館の耐震補強【70104】 
小中学校の新耐震基準に適合しない体育館の耐震診断に基づき、耐震補強を要する体育館の耐震補強工事
と、それに合わせて必要なトイレ・外壁・屋根などの改修や省エネルギー照明工事を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・体育館耐震補強等工事（並木小、二小、根戸小、
新木小、久寺家中） 

・体育館大規模改造工事（湖北台西小、湖北台中） 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
耐震補強工事が必要と診断された市内小中学校体育館(１６校)の耐震補強工事をすべて完了する。 

◇指標・現況値・目標値 耐震補強工事の完了棟数：11(H25)→16 

教委・総務課 
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第二節 消防体制・救急救助体制の強化 

70201 消防体制の強化・充実 
 外郭団体等事務運営 消防・総務課 
 指令センター共同運用推進計画 消防・総務課 
 消防・救急無線（デジタル化）の広域化及び共同化整備事業 消防・総務課 
 消防出初式の開催・運営 消防・総務課 

★ 消防庁舎・装備の維持管理 消防・総務課 
 消防業務の広域化 消防・総務課 
 消防職員の人事異動 消防・総務課 
 消防職員の派遣研修 消防・総務課 
 消防職員の表彰事務 消防・総務課 

★ 消防車両等の維持管理 消防・総務課 
 職員履歴の管理 消防・総務課 
 職員の福利厚生事務・運営 消防・総務課 
 貸与品の整備 消防・総務課 

★ 柏市・我孫子市消防通信指令業務の共同運用 消防・総務課 
 湖北分署庁舎移設計画 消防・総務課 
 消防審議会 消防・総務課 
 住宅用火災警報器の普及促進 予防課 
 幼年消防クラブ員及び婦人防火クラブ員の育成 予防課 
 消防同意事務 予防課 
 火災原因調査 予防課 
 立入検査・消防用設備等の点検指導 予防課 
 防災協会の指導育成 予防課 
 あき地の適正管理指導 予防課、西消防署、 

東消防署 
 消防団装備品等の整備及び維持管理 警防課 
 消防団施設の維持管理 警防課 
 消防装備の維持管理 警防課 
 緊急消防援助隊対応事業 警防課 
 開発行為の指導・協議 警防課 
 消防団人事・報酬・表彰事務 警防課 

★ 消防団員の訓練 警防課 
★ 消防団車両等の維持管理 警防課 

 消防団の広域的な連携 警防課 
 消防団員の入団促進 警防課 
 消防隊員の資格取得 警防課 

★ 第２１分団器具置場の移転 警防課 
 消防水利の整備、維持管理 警防課、西消防署、 

東消防署 
 通信業務 西消防署 
 団行事 西消防署、 

東消防署 
 火災予防業務 西消防署、 

東消防署 
 消防機械器具の維持管理 西消防署、 

東消防署 
 災害出動 西消防署、 

東消防署 
 消防立入検査業務 西消防署、 

東消防署 
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70202 救急救助体制の強化・充実 
 メディカルコントロール体制の充実 警防課 
 救命講習会及び応急手当普及員の養成 警防課 

★ 救急・救助活動車両・資機材の整備・管理 警防課 
 救急・救助の安全衛生管理 警防課 
 救急・救助隊員の研修 警防課 
 救急救命士の研修 警防課 
 救急隊員への新型インフルエンザ感染防止対策 警防課 
 患者等搬送事業者の指導・認定 警防課 
 救急・救助業務 西消防署、 

東消防署 
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事業概要 

 ● 消防庁舎・装備の維持管理【70201】 
災害時の活動拠点としての機能を発揮できるよう、庁舎や付帯設備を適正に維持管理する。２６年度は、
消防本部庁舎の屋上防水工事や外壁改修工事等を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・本部庁舎屋上防水と外壁改修工事 
・東消防署訓練塔修繕 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
消防施設修繕計画（第７期実施計画分）に位置付けた修繕を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 消防施設修繕計画（第 7期実施計画分）の進捗率：100% 

消防・総務課 

 

 ● 消防車両等の維持管理【70201】 
消防活動を円滑に行う消防車両等を整備・管理し、消防体制の万全を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・指令車１台の更新（湖北分署） ・指令車１台の更新（警

防課） 
 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
消防車両等を充実整備することで、各種災害等の出動に万全な体制で備える。 

◇指標・現況値・目標値 消防車両等の整備の実施率：100% 

消防・総務課 

 

 ● 柏市・我孫子市消防通信指令業務の共同運用【70201】 
複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令業務を柏市
と共同して管理・執行する。２７年度は、消防通信指令システムの更新を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・消防通信指令システム

更新の負担金 
 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
災害に対してより迅速に対応する。 

◇指標・現況値・目標値 正確な災害情報の収集：100% 

消防・総務課 
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 ● 消防団員の訓練【70201】 
災害全般にわたる安全管理、機械器具の取り扱いに対する知識と技術を習得するため、消防団員の訓練を
行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
  ・東葛飾支部消防操法大会の実施 

・東葛飾支部消防操法大会用備品の購入 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
消防団員の知識や技術を向上させる。 

◇指標・現況値・目標値 訓練参加率(参加団員数/想定参加団員数)：97% 

警防課 

 

 ● 消防団車両等の維持管理【70201】 
災害発生時における緊急出動に備えるため、２１の分団の消防団車両等を計画的に更新整備するとともに、
日常の車両維持管理を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・積載車２台の更新 ・ポンプ車１台の更新 ・積載車１台の更新 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
消防団活動に万全を期するため、４つの分団の車両を更新する。 

◇指標・現況値・目標値 車両更新台数：6(H25)→10 

警防課 

 

 ● 第２１分団器具置場の移転【70201】 
布佐東部地区の歩行者・自転車通路の整備に伴い、消防団第２１分団の器具置場を近接地に移転する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・器具置場解体工事 
・器具置場建設工事 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
第２１分団器具置場の建設を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 器具置場建設の進捗率：100% 

警防課 
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 ● 救急・救助活動車両・資機材の整備・管理【70202】 
救急・救助活動車両・資機材を適正に整備・更新する。また、増加する救急搬送に対応するため、２７年
度に新たに高規格救急自動車１台を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・高規格救急自動車の新規購入

（西消防署） 
・高規格救急自動車の更新 
（湖北分署） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
高規格救急車の更新と新規購入を行う。 

◇指標・現況値・目標値 高規格救急自動車の配置：5(H25)→6 

警防課 
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第三節 犯罪のないまちの実現 

70301 防犯体制の充実 
 我孫子市防犯協議会推進事業 市民安全課 

★ 自主防犯活動の支援 市民安全課 
 

70302 犯罪を生まない環境づくり  
★ 管理不全な空き家対策 市民安全課 

 街路灯補助金の交付 道路課 

 

 

事業概要 

 ● 自主防犯活動の支援【70301】 
街頭における犯罪発生抑止等を図るため、市の公共施設や駅周辺の主要道路に防犯カメラを設置する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・防犯カメラの設置（３箇所） ・防犯カメラの設置（３箇所） ・防犯カメラの設置（３箇所） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
保育園や駅周辺に防犯カメラを設置する。 

◇指標・現況値・目標値 防犯カメラの設置台数：0(H25)→9 

市民安全課 

 

 ● 管理不全な空き家対策【70302】 
防犯や防災の観点から、適正に管理されていない空き家について、所有者に対し助言・指導等を行うとと
もに、市で応急修繕が可能な場所については修繕を行っていく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・管理不全な空き家等の所有者への必要な対応の
実施 

同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
管理不全な空き家等の所有者への改善要請や必要に応じて応急修繕を行う。 

◇指標・現況値・目標値 対応が必要な管理不全な空き家等への改善指導率：100％ 

市民安全課 
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第四節 危機管理の推進 

7０401 危機管理体制の整備 
 国民保護計画の推進 市民安全課 

 

70402 新たな感染症対策


